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高松市総合教育センター所長  山 下 昌 宏 

 

 平成２７年１０月１９日に「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について」（答

申素案）が中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会から示されました。その中で、教

員政策の重要性として「新たな知識や技術の活用により社会の進歩や変化のスピードが高まる

中、世界の潮流として、質の高い人材育成の中核を担う学校教育の充実のための教員の資質能

力向上は最重要課題である」と述べられています。 

 今年は阪神大震災から２０年が過ぎ、当時の様子から考えると、現在の神戸の街の復興は奇

跡のように思えます。その時に生まれた子どもたちが成人を迎え、将来への夢を語る姿に心打

たれるものがありました。また、東日本大震災から５年が経とうとしています。被災地は多く

の人々の献身的な努力もあり、徐々に立ち直りつつあります。 

 私たちは予想することのできない困難にいつ直面するか分かりません。小学 1 年生が２０歳

を迎える２０３０年にはどのような社会が待ち受けているのか、「変化を予測できないこと」は

確かです。一方で「次代を創りだす可能性」を秘めていることは疑う余地がありません。多く

の問題が立ちふさがることとなるとは思いますが、この国の未来を築くため、知恵を出し合い、

持続可能な社会を築いていかなければならないのです。 

私たち教員は次代を担う子どもたちを育てる使命があります。そして、私たち教員には「何

を知っているか、何ができるか」とともに、「知っていること・できることをどう使うか」、そ

してこれらを土台として「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」を、各教

科等における具体的な教育活動を通して子どもたちに育んでいくことが求められています。 

平成２７年度から２カ年計画で、高松市総合教育センターでは研究の主題を「主体的に学ぶ

意欲を育てる授業力の向上」として、市内小学校２校と中学校１校に調査研究を委嘱し、国立

教育政策研究所の山森先生、香川大学の岡田先生のご指導の下、研究を進めています。教員が

３つの心理的欲求「自律性」「有能感」「関係性」に視点を当てた授業を行うことで、すべての

子どもがそれぞれの観点や力量に応じて一生懸命に考え、取り組めるようになることを目指し

ています。 

 一方で、「苦しくても、苦手でも最後までやり遂げること」も大切です。わくわくするような

学習場面だけで主体的に取り組む力が身に付くわけではありません。粘り強く、諦めずにやり

遂げることから得られる達成感や成就感は成長に欠かすことができないものです。 

最後に授業力の向上は、一人一人の教員の課題であるとともに学校全体で児童生徒の実態を

踏まえ、取り組む必要があることです。その際、共通実践すべき内容が具体的に示されている

ことが大切になります。「主体的に学ぶ意欲を育てる」ためにどのような手立てを講じればよい

か、今回の調査研究が、各学校での実践に役立てば幸いです。高松市総合教育センターとしま

しては、調査研究校と連携し、２年次の研究を進めるとともに、その成果を公表し、広く教員

の授業力向上に役立てられるよう取り組んで参ります。 
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主体的に学ぶ意欲を育てる授業力の向上 

－３つの心理的欲求を満たし、学ぶ喜びのある授業を目指して－ 
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Ⅰ 今なぜ、主体的に学ぶ意欲を育てる必要があるのか 

                           香川大学教育学部 准教授 岡田 涼 

１ 主体的に学ぶ意欲をめぐって 

 子どもの意欲を捉えるのは難しい。教育で扱われるものの多くがそうであるように、意欲には実体

がなく、何をもって意欲的に学んでいるとするかを定めにくい。そのため、意欲といった言葉を使っ

たとき、人によって思い浮かべる子どもの姿は少しずつ違うかもしれない。また、意欲は時間や状況

によって刻々と変化する面もある。あるときには意欲的に学んでいると思えた子どもが、次のときに

は意欲的でないと思えることもある。意欲は非常に捉えどころのないものなのかもしれない。 

しかしその一方で、意欲の重要性については多くの人が認めている。子どもの学びを考えるうえで、

意欲について考える必要はないという人は、おそらくあまりいない。捉えどころがないものの、その

重要性については共通に認識されているのが学ぶ意欲であるといえる。 

 一口に意欲と言ってもさまざまなものがあり得る。授業中の教師の指示に応じて、真面目に問題に

取り組むような意欲。授業中の教師の発問に対して、きちんと「正解」を答えようとするような意欲。

あるいは、テストでよい成績をとるために多くの練習問題をこなそうとする意欲。そういった意欲は

確かに重要である。求められたことをきちんとこなしたり、成績といった外的な基準を満たすために

学んだりすることは大事である。しかし、意欲といったときに多くの人がイメージするのは、もう少

し子どもが自分なりの興味や関心にもとづいて、自ら学ぼうとするような姿ではないかと思われる。 

 この自分なりの興味や関心にもとづいて、自ら学ぼうとする意欲を、主体的に学ぶ意欲として考え

ることができるかもしれない。子どもがもともともっている興味や関心を大事にしながら、自ら考え、

自ら行動するとき、人はその子どもを主体的であると捉える。 

主体的に学ぶ意欲は、学力の一側面としても位置付けられている。学校教育法第三十条二項に示さ

れている学力の要素（いわゆる学力の 3 要素）は、①基礎的な知識及び技能、②これらを活用して課

題を解決するための思考力、判断力、表現力、③主体的に学習に取り組む態度、である。③にあるよ

うに、主体的に学習に取り組む態度が学力の一側面として想定されているということは、子どもの主

体的に学ぶ意欲を育むことが重要な教育目標として設定されていることを示している。 

 教育を取り巻く世界的な動向においても、主体的に学ぶ意欲が重視されている。近年、特定の内容

的側面だけでなく、コンピテンシーと呼ばれる汎用的な資質・能力が重視されるようになってきてお

り、社会で役立つ様々な力を学校教育段階で培うことが必要とされている。たとえば、OECD（経済協

力開発機構）は、「キー・コンピテンシー」として、①社会・文化的、技術的ツールを相互作用的に活

用する能力、②多様な社会グループにおける人間関係形成能力、③自律的に行動する能力、を想定し

ている（文部科学省, 2015）。このうち、③自律的に行動する能力は、ここで考えている主体的に学ぶ

意欲とほぼ同義であると考えられる。キー・コンピテンシーで想定されているものが、日本の教育場

面で求められる学力と十分に対応するか否かは慎重に検討すべきではあるが、主体的に学ぶ意欲を重

視することは世界的な動向と軌を一にするものであると考えることができる。 

しかし、現在の教育場面において、子どもたちは必ずしも自分なりの興味や関心にもとづいて主体

的に学んでいるとはいえないかもしれない。たとえば、PISA や全国学力・学習状況調査などの大規模

な調査において、子どもの学びに対する関心や意欲の低さが指摘されている。香川県においても、そ

の状況は同じである。平成 27 年度全国学力・学習状況調査においては、国語もしくは算数（数学）の

勉強が好きかどうかを問う質問に対して肯定的な回答をした児童の割合は、小中学生のいずれでも全

国平均を下回っている（香川県教育センター，2015）。また、平成 26 年度香川県学習状況調査におい

て、「勉強は好きですか」の質問に対する肯定的な回答をした児童の割合は、平成 25 年度から若干の

増加傾向がみられるものの、小学生では 60%以下、中学生では 40%以下であり、依然として十分に高い



とはいえない状況である（香川県教育センター，2014）。教科や年による違いはあるものの、概してみ

ると、勉強を好きだと感じないままに毎日の学校生活を過ごしている児童生徒が一定数おり、現代の

子どもが必ずしも日頃の学びに対して主体的な意欲をもてていないのが現状であると考えられる。 

 

２ 教育心理学における主体的に学ぶ意欲 

 心理学においても、人の意欲は長らく重要な研究テーマであった。動機づけに関する研究として、

どのように人の行動やその背景にある意欲を捉え得るか、またいかにして意欲を高めたり、喚起した

りすることができるかについて、今日まで膨大な数の研究が行われてきた。 

 そのなかで、ひとつの主流であった考え方は、行動主義と呼ばれるものである。行動主義の考え方、

特に条件づけを重視する立場では、人を行動に駆り立てるものとして賞罰を重視する。人は、自分に

とってよいことが得られるように、反対に悪いことを避けるように行動するというのである。そのた

め、子どもの学ぶ意欲を高めようとするならば、学習活動に対して適切な賞罰を設定することが重要

であるということになる。 

 行動主義の賞罰による動機づけという考え方は、人の意欲の真をついている面がある。教師や親か

ら褒められたいという気持ちは強く子どもを学習に駆り立てるし、みんなの前で恥ずかしい思いをし

たくないといった負の感情が意欲の源泉となることは確かにある。しかし、主体的に学ぶ意欲という

ことを考えた場合には、それだけで必ずしも十分とは思えない。もう少し本人の「主体」や「自ら」

といった面が表にあらわれたような意欲が大事ではないかと思われるし、実際の子どもがそういった

姿を見せることもある。 

行動主義とは異なる視点から意欲を捉える考え方として「内発的動機づけ」というものがある。内

発的動機づけに対しても研究者によって様々な考え方があるものの、その中心的な要素は「活動その

ものを目的として自発的に取り組む動機づけの状態」というものである。賞罰に依存するのではなく、

学ぶことそのものを目的として自分から意欲的に取り組む姿が内発的動機づけである。この内発的動

機づけには、好奇心や興味、挑戦心、高い集中などが伴うとされている（デシ・フラスト，1999）。子

どもの姿に照らして考えるならば、「学習内容に興味をもっている」「学習に集中している」「学習内容

を自分事として捉えている」「難度の高いことに挑戦している」などが内発的動機づけで学んでいる子

どもの姿であるといえる。 

 行動主義で想定されるような賞罰による意欲と、内発的動機づけに示されるような興味や関心にも

とづく意欲は、いずれも重要なものである。両方の意欲があることによって、人はさまざまな活動に

対して持続的に取り組むことができる。それは子どもにとっても同じであり、複雑で多様な事柄を継

続的に学んでいくには、両方の意欲も併せもっていることが不可欠である。 

 しかし、子どもの主体的な意欲を育むということを考えた場合には、やはり内発的動機づけのよう

な意欲の在り方が望ましいと感じる人が多いのではないかと思う。おそらく、多くの教師が授業中に

みたいと思うのは、内発的動機づけで学ぶ子どもの姿であろう。すなわち、学習内容に興味や関心を

もちながら、自分事として一生懸命に学ぶ子どもの姿である。自分なりの興味や関心をもとに自ら学

ぶ姿をみたときに、子どもの主体性が感じられる。ここにはある種の指導観や子ども観が立ちあらわ

れてくるかもしれない。賞罰に頼るのではなく、子どもの内側にある意欲に目を向け、それを育む姿

勢を教師がもつことで、子どもは主体的に学ぶことができる。それが内発的動機づけを大事にすると

いうことである。 

 
３ 子どもの意欲を通して授業実践を振り返る 

 子どもの主体的に学ぶ意欲を育てようとするとき、目を向けるべき先は当然ながら子どもの意欲で



ある。主体的な意欲が子どもの内側から湧き出てくるものであるならば、子どもがどのようなことに

興味や関心をもち、教材や学習活動をどのように捉えているのかといったその子の内面に注目するこ

とは必要である。しかし、それと同時に子どもの学びが展開されている授業にも目を向けなければな

らない。さらには、その授業を行う教師としての自分自身にも省察の目を向ける必要がある。すなわ

ち、「子どもが主体的な意欲をもっているか」だけではなく、「子どもが主体的な意欲をもてるような

授業になっているか」「子どもの意欲を引き出すような指導やかかわり方ができているか」という視点

をもつことが不可欠である。 

子どもが授業でどのような姿を見せるかは、様々な要因に規定されている。速水（1981）が行った

調査によると、学力面でうまくいっていない児童生徒をみたときに、教師はその原因を児童生徒の性

格や能力に帰属させやすい傾向がある。もしかしたら、子どもの意欲についても同じ傾向があるかも

しれない。「授業で主体的に学んでいないのは、その子が意欲をもっていないからだ」というように。

もちろん、子どもがもともともっている興味や性格的な面での意欲の影響は大きい。しかし、それだ

けでなく、授業で扱う教材がどのようなものであるか、教師がどのように指導するか、子どもどうし

のかかわりが適切かなど、実に様々な要因の影響を受けて子どもの意欲は変化する。そして、教材や

指導の在り方、子どもどうしのかかわり方は、教師が授業実践のなかで最適化を図ることができる。 

 冒頭で述べたように、意欲には捉えどころがない面がある。しかし、だからこそ子どもの意欲とい

うレンズを通して、様々なことに目を向ける余地があるとも考えられる。子どもの意欲の在り方や主

体的に学ぶ姿について考えることが、授業中の指導の仕方、教材や学習活動の設定の仕方、あるいは

日常的な子どもとのかかわり方を振り返る機会となるのである。 
 
４ 本研究で目指すもの 

 本研究では、子どもの主体的に学ぶ意欲をいかにして育むかを考えていく。ここまで述べてきたよ

うに、主体的に学ぶ意欲は学力の重要な一側面であるし、現代の教育に関する動向をみても強く求め

られている資質であるといえる。また、日本の子どもたち、あるいは香川県の子どもたちの状況を考

えたときにも、主体的に学ぶ意欲を育むことは喫緊の課題であると考えられる。そういった状況を鑑

み、本研究では子どもが主体的に学ぶ姿に目を向け、意欲の在り方を問い直す。 
 しかし、この研究で目を向けるのは、子どもの意欲だけではない。子どもの意欲に目を向けること

を通して、日々の授業の在り方や子どもに対するかかわり方について、教師自身が自己省察的に振り

返ることを期待している。「主体的に学ぶ意欲」という視点で子どもの姿を捉えると同時に、教師が自

分自身の日々の授業実践を振り返る。そのことを通して、結果的に子どもが主体的に学ぶ意欲をもち、

その意欲を支える授業を行い得る力を培っていく。それが本研究の目指すものである。 
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Ⅱ 研究主題について                       

１ 研究主題 

 

 

 

本研究では、本市の児童生徒の現状を踏まえたうえで、「主体的に学ぶ意欲を育てる授業力の向上」を研

究テーマに掲げ、児童生徒が単に学習課題に取り組むだけでなく、学習課題に興味をもち、主体的に学ぼ

うとする意欲を育てる授業力の向上を目指すこととした。そのために、本市の児童の現状を分析し、後述

する３つの心理的欲求「自律性・有能感・関係性」に視点を当て、授業研究を通して、児童生徒が学ぶ喜

びを感じつつ、主体的に学ぶ意欲をもつ授業とはどのようなものであればよいかを研究し、明らかにして

いくものとする。 

 

２ 研究主題設定の理由 

(1)  高松市の現状 

 平成２１年２月と平成２６年１１月に、高松市教育委員会が小学３年生、小学５年生、中学２年生の児 

童生徒及び保護者を対象として学校生活に関する意識調査を実施しているものから、主体的に学ぶ意欲に 

かかわる項目に注目してみる。結果は次のとおりであった。 

① 児童生徒の意識調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主体的に学ぶ意欲を育てる授業力の向上 ＜第１年次＞ 

－３つの心理的欲求を満たし、学ぶ喜びのある学習を目指して－ 
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※ 児童生徒は、「授業は分かる」と肯定的に回答する割合が増加傾向にある一方で、「学校は楽しい」、

「勉強がおもしろい」と肯定的に回答した割合は減少傾向にある。 

※ 児童生徒は「どんな先生が好きですか」の問いに対して、どの学年においても「勉強を分かりやす

く教えてくれる」と回答した割合が最も高い。この結果は、平成２１年調査及び平成２６年調査のい

ずれにおいてもいえ、平成２６年調査には新しく項目として増えた「一人一人の気持ちを分かってく

れる」と回答した割合が高くなった。その後に続く教師に期待する姿として高い割合を示す項目は、

中学生は「公平さ」であり、小学生の低学年ほど「称賛の言葉」である。 

   

② 保護者の意識調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 保護者は「理解が十分できていない理由は何だと思いますか」の問いに対して、「学習意欲があまり

ない」と回答する割合が高い。 

  

③ 調査結果の分析 

 調査結果から、平成２１年調査に比べ、平成２６年調査では３学年とも「授業が分かる」の質問に対し

て、肯定的に回答した児童生徒の割合が増えている一方で、特に小学３年生で「勉強がおもしろい」の質

問に対して、肯定的に回答した児童生徒の割合が減少した。また、「学校が楽しい」の質問に対しても、肯

定的に回答した児童生徒の割合が減少している。 

児童生徒の「授業が分かる」意識が高いことは、学校訪問等で授業を参観する中で、各学校が全国学力・

学習状況調査の質問紙項目で注目されてきた「めあての明示」や「まとめや振り返りの実施」を行ったり、

児童生徒がつまずきやすい内容に目を向け、基礎的・基本的事項を丁寧に指導したりしている姿を多く見

られるようになったことによるものではないかと思われる。 
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また、「授業が分かる」一方「勉強がおもしろくない」と感じている児童生徒が増えた原因として、児童

生徒の教師から教えられている感覚が強いことに伴う主体的に学習する意欲の低下が考えられる。その背

景には、学力低下が問題視された平成１４年度から施行の旧学習指導要領に基づく「ゆとり教育」からの

転換があると考えられる。小学校が平成２３年度、中学校が平成２４年度から施行の現行学習指導要領で

は、旧学習指導要領に比べ、学習内容が増加し、授業時数も増加した。さらに、各学校で取り組まれてい

た「総合的な学習の時間」が削減され、中学校での選択教科が廃止となった。その結果、児童生徒の自由

な発想で、探究する楽しさやおもしろみがあったと考えられる学習活動が少なくなった。 

児童生徒は、教師に「勉強を分かりやすく教えてくれる」ことを最も期待しているものの、自分自身が

一生懸命に取り組むことによって、自らの手で「分かる」、「できる」ことを達成することを求めているの

ではないだろうか。そのためには、教師は、日々の授業で、学習結果だけではなく学習過程を大切にし、

児童生徒が課題解決に向け、自ら困難に立ち向かい、主体的に学習できる指導過程を構成する必要がある。

そうすることで、「学校が楽しい」と回答する児童生徒も増加することにつながると考える。これらのこと

から、児童生徒に学ぶ楽しさ、できるようになる喜びを感じさせる、主体的に学ぶ意欲を育てる授業力を

教師一人一人が身に付けるよう取り組まなければならない。 

 

 (2)  平成２７年度全国学力・学習状況調査から 

   主な項目 小学校 中学校 

学 力 

国語Ａ： 全国平均正答率を上回る 
国語Ｂ： 全国平均正答率を上回る 
算数Ａ： 全国平均正答率と同等 
算数Ｂ： 全国平均正答率を上回る 
理科 ： 全国平均正答率を上回る 
 
全国の上位に相当する結果だった。 

国語Ａ：  全国平均正答率を上回る 
国語Ｂ：  全国平均正答率を上回る 
数学Ａ：  全国平均正答率を上回る 
数学Ｂ： 全国平均正答率を上回る 
理科 ： 全国平均正答率を上回る 
 
全国の上位に相当する結果だった。 

無回答率 
ほとんどの問いで  
全国平均より下回っている。 

特に選択問題で 
全国平均より上回っている。 

難しいことでも失敗を恐
れないで挑戦をしている 

昨年同様、 
全国平均よりやや低くなっている。 

昨年より減少 
全国平均より低くなっている。 

「～が好き」 
昨年同様、         （国語） 
全国平均より低くなっている。 

昨年より減少       （数学） 
全国平均より低くなっている。 

※ 前述の調査同様、学力はきめ細かな学習を組むことにより概ね基礎的・基本的な学力は定着している

が、思考力、判断力、表現力にかかわる読解力や記述式問題に依然課題が残る。また、成績中位層が減

り、低位層が増加していることや無回答率が高くなっていることから主体的に学ぶ意欲に課題がある。

そのために、教師は、児童生徒に分かる・できる喜びをもとに、教科の本質的なおもしろみを感じさせ

つつ、難しいことにも挑戦する学習意欲や粘り強く課題に取り組む態度を育てる必要があるといえる。 

 

(3) 学校訪問等での授業から 

 

導
入
段
階 

○ ほとんどの教師がめあてを明示することができている。 

● 児童生徒の興味や関心を高め、課題解決等の意識を作らず、教師が「今日は～をします。」と脈

絡もなく課題を設定している場合がある。 

● 見通しをもたせ（児童生徒が困らないように、予めつまずきに対する手立てを講じ過ぎる）よう

と、具体的な解決法を丁寧に提示することで、結局は教師の指示のとおりの受動的な学習になって

いる場合がある。 



 

 (4) まとめ 

教師は、児童生徒にきめ細かな授業を通して基礎・基本の学力を保障しつつ、主体的な学習を構成しよ

うとしているが、児童生徒が学習内容に興味をもち、粘り強く課題に取り組む態度や主体的に学ぶ意欲を

高められるような授業の実践に課題がある。 

そこで、児童生徒の主体的に学ぶ意欲を高めるための教師の授業力の向上が求められている。 

 

３ 研究内容と方法 

(1) 研究内容 

主体的に学ぶ意欲を教育心理学における学習に対する内発的動機づけの理論に沿わせて実践し、児童生

徒の心理的な高まりを検証する。 

① ３つの心理的欲求について 

教育心理学において、主体的に学ぶ意欲に値するのは学習に対する動機づけの研究である。その中で、 

特に重視されてきたのは、内発的動機づけ（intrinsic motivation）である。内発的動機づけとは、学習

などの活動そのものを目的として取り組むような意欲の在り方である（鹿毛,2013）。この内発的動機づけ

は、何かしらの報酬や他者からの働きかけによって取り組む意欲である外発的動機づけと対比されるもの

である。他にも、内発的動機づけの特徴として、挑戦心や好奇心、学ぶ楽しさなど、学習に対する肯定的

な感情を伴うことが特徴とされている。学習課題に対して楽しさや好奇心をもちながら、児童生徒自らが

取り組む意欲が内発的動機づけであり、本研究で目指す主体的に学ぶ意欲に相当するものであると考える。 

さらに、児童生徒の内発的動機づけを高める方法についても、多くの研究が行われてきた。その中で、

自己決定理論（self-determination theory: Deci & Ryan, 2000）では、内発的動機づけを支える環境を

考えるうえで、３つの心理的欲求を重視している。その３つの心理的欲求とは、自律性の欲求（need for 

autonomy）、有能感の欲求（need for competence）、関係性の欲求（need for relatedness）である。これ

まで多くの実証的な研究において、心理的欲求の重要性が示されてきており、児童生徒は、生得的にこれ

らの３つの心理的欲求をもっており、学習環境においてこれらの３つの心理的欲求が満たされるときに、

内発的な動機づけや主体的に学ぶ意欲をもって学習に取り組むことができると調査研究から明らかにされ

ている（Reeve, 2009）。その３つの心理的欲求の内容を簡単に示すと以下のとおりである。 

 

展
開
段
階 

○ 教師の一方的な解説や説明を控え、児童生徒の意見を聞こうとする姿が見られる。 

○ 児童生徒同士の学び合い活動等を通して、児童生徒の主体的な学習を促そうと努めている。 

● 児童生徒の意見を引き出そうとするあまり、一問一答式で一部の児童生徒で授業が進んでいる場

合がある。 

● 話し合ってはいるものの、児童生徒が語り合いながら、高めたり深めたりする学習が少ない。         

● 教師自身が教材の価値やおもしろさを認識できないまま授業に臨み、児童生徒へ的確なかかわり 

ができていない場合がある。 

● 児童生徒の意見を興味深く聞いたり、問いかけたりしながら、児童生徒の発想や可能性に驚くな

ど、児童生徒の思いを汲みながら称賛する場面が少ない。 

終
末
段
階 

○ 振り返りの機会や場を設けようと努めている。 

● 時間が足りなくなったり、教師がまとめて終わったりしていることも多い。 

● 振り返りが学習した内容成果を明らかにするにとどまり、多角的に自分の伸びや自己有用感の学

んだ喜びを自覚し、次への課題（意欲）につなげるには至っていない場合もある。 

心理的欲求 自律性（autonomy） 有能感（competence） 関係性（relatedness） 

内 容 

自分の行動を自分自身

で決定したり、選択したり

したいという欲求 

さまざまな活動を通して、

自分の能力を高めたいと 

いう欲求 

周りにいる他者とあたたかい関係を

築いたり、安心できる集団に所属した

りしたいという欲求 



 

また、これら３つの心理的欲求の重要さとして、 

右記の心理的欲求の変化（Covington & Dray,2002） 

のグラフに示されているように、発達段階でやや異 

なる面があるという結果もある。しかし一方で、心 

理的欲求の重要性は発達段階を超えて示されている 

（Deci & Ryan,2000）こともあり、本研究では、発 

達段階に応じた力点の違いを考慮しつつ、心理的欲 

求を共通の枠組み・視点として用いることとする。 

  

② ３つの心理的欲求の支援について 

授業場面において、心理的欲求が満たされる機会と場を設定することが重要である。満足感や学んだ喜

びを満たすためには心理的欲求の３つが充足されていることが望ましいが、１単位時間の中で必ずしもす

べての活動がどれかの心理的欲求の充足を意図している必要があるということではない。また、成長には

障害となる壁と向き合い、葛藤しながら克服することも大切であると考え、意図的に克服する場を生じさ

せ、自己の成長を自覚することも期待できると考えられる。 

これらの３つの心理的欲求を満たすかかわり方として、いくつかの指針が示されており、以下のような

支援がある。 

 

このような指針を授業中の活動に取り入れていくことが、内発的動機づけにつながると考えられる。こ

れらの授業中の活動としては、有能感を満たす独立達成（個別学習）と関係性を満たす協同学習の両方が

必要であることを表しているとも言え、これらの学習を重ねることで、児童生徒は授業内容や学習課題に

対して、興味や楽しさを感じながら内発的な動機づけによって取り組む意欲を高めていくと考えられる。 

 したがって、教師は授業展開の中で３つの心理的欲求を満たし、個別学習や協同学習においても価値あ 

る学習になる課題や活動を設定し、児童生徒の欲求に応じるかたちで評価やフィードバックを与えること 

が重要となると考えられる。 

   

(2) 研究方法 

今年度、小学校２校（鬼無小学校・木太南小学校）と中学校１校（塩江中学校）に研究協力校を委嘱し、

各校の実情に応じて、学習の場面において教師が児童生徒の実態を踏まえ、この３つの心理的欲求が満た

されるよう、具体的な手立てを講じた学習を実践する。 

各研究協力校の実態等は、第Ⅲ章「各学校の実践」で詳しく述べるが、児童生徒は素直でまじめに取り

組む反面、受動的でコミュニケーション能力が低いなど、教師が授業を工夫することで学力を高めること

が可能である点で共通している。 

 

自律性の欲求への支援 有能感の欲求への支援 関係性の欲求への支援 

□ 子どもが意見を述べる機会を作る 
□ 子どもの興味や好奇心に訴える 
□ 子どもが選択・決定する機会を作る 
□ 学習内容の価値や意味を伝える 
□ 否定的な感情を受け止める 

□ 学習の仕方を明確に示す 
□ 適度に挑戦的な課題を与える 
□ 必要に応じてヒントを与える 
□ 問題解決ができるように励ます 
□ 見通しがもてるようなフィードバック

を与える 

□ 子どもと関心や興味を共有する 
□ 子どもを気にかけていることを示す 
□ 一緒に楽しんでいることを示す 
□ お互いに関心や興味を共有させる 
□ お互いに気遣い合うように促す 

児童生徒の意志を尊重する 「克服できる」と感じさせる 人とのつながりが感じさせる 

<

心
理
的
欲
求
の
得
点> 



そこで、香川大学教育学部岡田涼准教授のご指導のもと、まず、下記に記している「内発的動機づけ」

の視点からみる「主体的に学ぶ姿」を共通理解し、３つの心理的欲求の視点で学習意欲が高まったか、

他の学習場面でも生かされているか等、個々の授業の在り方を検証していく。 

また、児童生徒へのアンケートを基に、心理的欲求とかかわる教育環境を探っていく。 

 

＜「内発的動機づけ」の視点からみる「主体的に学ぶ子どもの４つの姿」＞ 

① 学習内容に興味をもっている姿   ② 学習に集中している姿 

③ 自分事として取り組んでいる姿   ④ 難度の高いことに挑戦している姿 

 

  

 (3) 研究計画 

 

 

 日程 曜日 時間 場所 主な内容 

１ 

4/20 月 9:30～11:00 鬼無小 
■ 研究協力校の委嘱 

◇ 研究推進計画・研究内容・研究方法についての説明 

（岡田先生からの学習意欲の説明） 

■ 実践に向けての協議 

4/22 水 10:00～11:30 木太南小 

5/8 金 8:45～10:15 塩江中 

２ 

6/3 水 16:00～16:30 木太南小 ■ 学習意欲に関する講話（講話 岡田先生） 

6/10 水 14:00～16:30 塩江中 
■ 学習意欲向上の研究授業及び講話 

（指導・助言及び講話 岡田先生） 1 年国語 

6/24 水 13:30～16:25 鬼無小 
■ 学習意欲向上の研究授業及び講話 

（指導・助言及び講話 岡田先生） 3 年算数 

３ 8/5 水 13:25～16:25 
総合教育 
センター ■ 学習意欲に関する講話（講話 岡田先生） 

４ 9/17 木 14:00～16:30 木太南小 ■ 学習意欲向上の研究授業 
（指導・助言 岡田先生） 

3 年学活 

５ 

10/15 木 13:30～16:20 鬼無小 ■ 学習意欲向上の研究授業 
（指導・助言 岡田先生） 

3 年算数 

11/12 木 14:00～16:30 塩江中 
■ 学習意欲向上の研究授業 

（指導・助言 山森先生、岡田先生） 
1 年理科 

11/19 木 14:00～16:30 木太南小 

■ 学習意欲向上の研究授業 

（指導・助言 山森先生、岡田先生） 

※ 鬼無小学校、木太南小学校合同現職教育 

4 年国語 

６ 11/24 水 15:30～16:25 
総合教育 
センター ■ これまでの実践の振り返り（指導・助言 岡田先生） 

 
2/12 金 13:15～16:25 

総合教育 
センター ■ センター研究発表会 

７ 3/  15:30～16:25 
総合教育 
センター ■ 次年度への計画 



 
 
Ⅲ 各学校の実践 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【調査研究】 学習指導に関する調査研究（第１年次） 

 １ 高松市立鬼無小学校 

        主体的に学ぶ児童の育成 

－分かる・できる・伝え合う喜びを－   



１ 高松市立鬼無小学校 

(1) 研究主題を受けて 

① 本校の現状

 本校は、高松市西部に位置し、盆栽畑やみかん畑が広がる豊かな自然に囲まれた場所にある。

校区には高校が 2 校あり、地域の方は学校に対して理解があり、落ち着いて学習することがで

きる環境である。 

児童数は 314 名（通常学級 12 学級、特別支援学級 2 学級）で、全体的に明るく素直で、何事

にもまじめに取り組む児童が多い。地域の方とのつながりも強く、多くの人に支えられながら

児童はすくすくと育っている。登下校時の見守りボランティアや、朝の読み聞かせボランティ

アなどは年間を通して計画的に行われており、学校の行事等に協力的な保護者も多い。児童の

転出入は少なく、幼い頃から仲が良く温かい人間関係を築けている。その反面、何事にも受け

身で、主体的に取り組む態度に欠ける児童が多い。 

そこで本校では、学校目標を「自ら考え行動できる、心豊かでたくましい児童を育成する」

とし、自尊感情を育て、主体的に学ぶ児童を育成しようと努めている。 

② 本校の課題

 本校の児童は、何事にも受け身で主体的に取り組む態度に欠ける児童が多いという実態があ

る。自分の考えをもつことができる児童が少しずつ増えてきているものの、それを伝え合った

り高め合ったりすることがやや苦手である。高学年になるにつれ、学習意欲が低下する傾向が

見られ、発表する児童も減少している。また、平成 26 年度香川県学習状況調査の結果より、高

学年の半数以上の児童が、「自分にはよいところがあるとはあまり思わない」(「全く思わない」

を含む)と回答している。この結果から自尊感情(自己肯定感)や自己有用感と呼ばれる自分自身

の価値を感じる体験が少ないと考えられる。 

 そこで児童が、受け身ではなく、自分から進んで課題に取り組んだり、自分の考えをもって

友達との交流の中でさらに高め合ったりできるようにすることが課題であると考える。 

③ 本校の取組

 本年度は、研究テーマを「主体的に学ぶ児童の育成～分かる・できる・伝え合う～」として、

全教職員が協力して一人一人の児童のよさを認め、主体的に学ぶ児童の育成に努めている。 

学校生活全体の中では、児童一人一人の活躍の機会や場をより多く設けることで、周りから

認められ、自分に自信をもてるようにしたいと考える。また、児童の主体性を支える土台とし

て、居心地がよく、落ち着いてじっくりと学べる学級づくりも大切である。自分の意見や考え

をみんなの前で言える学校や学級の雰囲気づくりに努める必要性があると考える。 

 主体的に学ぶ児童の育成のためには、主体的に授業実践に取り組む教員の姿が欠かせない。

教員は教材研究をしっかり行い、単元を通して児童に付けたい力を明確にして授業を行うよう

にする。単元構成や課題の設定など、授業の導入部分を大切にし、児童に課題選択の機会を与

えたり、児童が見通しをもって学習に取り組めるようにしたりすることで、主体的な学習態度

や学習意欲を育てるようにする。また、児童の実態や昨年度の調査等の結果を参考に、児童に

必要な指導を重点的に行う。その際、発問の仕方、発表や交流の仕方、ノートやファイルの活

用、板書内容等を工夫することにより、児童が分かる・できる喜びを感じられるようにする。

さらに、自分の考えをもつ場面を大切にし、効果的な交流を図ることにより、思いや考えを伝

え合う喜びを感じ、互いに高め合えるようにする。  



⑵ 授業実践  

①  ３年 教科 算数  単元名「一億までの数」と「三角形」 

ア 主な主張点 

(ｱ) 事前アンケートを基に、課題意識を連続させた単元を構成する。  

(ｲ) 児童の視覚に働きかけた具体物を用いて、操作活動をする。 

イ 授業の実際 

(ｱ)「事前アンケートを基に、課題意識を連続させた単元構成」の実践（一億までの数） 

事前に、一万や十万の数になりそうなもので児童   

が調べてみたいと思うものをアンケート調査した。 

高松市の人口やお祭りの人数、図書館の本の冊数、 

のスタジアムの収容人数などが挙げられたが、読書  

好きな児童が多いことを考え、図書室の本の数で単 

元を構成することとした。「クラスで一番多く借り  

ている児童の冊数」「 クラス全員の借りた本の冊数  

の合計」「全校生の借りた本の合計」「学校にある本 

の冊数の合計」「高松市の図書館の本の合計」と、冊 

数の桁数を大きくしていった。大きくなっていく数に対して、その数を知りたいと思える 

ような動機づけを行うことによって、単元を通して意欲的に学習に取り組むことができた。 

(ｲ)「児童の視覚に働きかけた具体物を用いた操作活動」の実践（三角形） 

      本単元では、導入時に長さごとに色分けしたストロ 

ーを利用し、自分で三角形を作る活動を取り入れた。 

まず、「グループで１９通りの三角形を作ろう」とい 

う課題を設定することにより、「全部作ってみたい」 

「早くそろえたい」という意欲が高まった。意図を 

もって３本のストローを手に取り、実際に操作する  

ことで、目的意識をもって楽しく学ぶことができた。  

また、ストローを長さごとに４色に色分けしておく 

ことにより、なかま分けをする観点である「長さの  

違い」がより視覚化され、スムーズに分類すること  

ができ、学習に対する意欲が高まった。さらに、少人数のグループで活動することにより、

全員の児童が積極的に意見を述べながら活動に取り組むことができた。 

ウ 授業を終えて 

６月の「一億までの数」の授業では、授業後のアンケート結果で、全員の児童が「授業の

時間を楽しく過ごすことができた」と回答している。 自分の行動を自分自身で選択・決定し

たり、課題意識を連続させたりすることにより、児童の「自律性」を高めることができた。

また、１０月の「三角形」の授業でも、児童の視覚に働きかけ、具体物を用いた操作活動が

できるよう教具を工夫することにより、児童の「自律性」を高めることができた。さらに、

適度に挑戦的な課題を与え、互いに興味・関心を共有させることにより「有能感」や「関係

性」を高めることができた。これらの授業実践を通して、教師が３つの心理的欲求を意識し

て授業を構成することにより、児童の主体的に学ぶ意欲を高めることができると分かった。 

 

 

【本の数を紙で表す】 

【操作活動】 



【グループでの交流の場面】

② ６年 教科 社会 単元名「世界に歩み出した日本」 

ア  主な主張点

  

イ 授業の実際 

(ｱ)「単元のキーワードを項目ごとに整理することによって学習問題を設定する」の実践 

まず、単元の導入部分で教科書を概観

し、その中からキーワードを見つけて書

き出す活動を取り入れた。キーワードと

して「陸奥宗光」「小村寿太郎」等の人

名、「関税自主権」「条約改正」等の用

語、「第一次世界大戦」「足尾銅山鉱毒

事件」等の出来事が挙げられた。それら

のキーワードを項目ごとに整理していく  

ことを通して、単元の学習内容を把握す  

るとともに、学習問題を自ら設定することによって興味・関心を高めることに

つながった。   

(ｲ)「適切な資料を提示することによって自分の考えを明確にする」の実践

大正時代における民主主義の実現に向

けた人々の努力についてまとめる活動で  

は、「婦人運動」「普通選挙運動」「差  

別をなくす運動」の３つの運動について、児童 

が根拠をもって自分の考えを明確にするこ  

  とができるように、教師が自作の資料を

提示した。児童は、その資料からそれぞ

れの権利を獲得するための活動や人々の

願いについてまとめた。その後、グループで交

流してまとめた考えを全体の場で交流し､ 

３つの運動の共通性から民主主義の意味についての理解を深めた。

ウ 授業を終えて 

単元を概観し､キーワードをもとに自ら課題設定を行うという学習は、自分の行動を自分

自身で決定したり、選択したりしたいという欲求を満たし、児童の「自律性」を高めること

に有効であった。児童アンケートで６年生は、「授業で教わることがきちんと身に付いてい

る」の肯定率が、他学年に比べてかなり低く、課題となっていた。そこで、今回の学習では、

適切な資料を提示して、それをもとに自分の考えを明確にし、交流によってみんなで一つの

答えを導き出すという学習形態を取り入れてみた。自分の思考を深めることができるよう資

料の工夫をすることにより、自分の考えを明確にすることができ、「できた」「分かった」

という「有能感」を感じる児童が多かった。また、自分の考えを明確にすることで、交流の

際には自信をもって意見を述べたり、友だちの意見と比べたりすることができ、「関係性」

を高めることもできた。 

(ｱ) 単元の導入部分で教科書を概観し、学習の見通しをもたせ、単元のキーワードを

項目ごとに整理することを通して、学習問題を設定する。 

(ｲ)  思考を深めることにつながる適切な資料を提示することによって、資料を基に根

拠をもって自分の考えを明確にすることができるようにする。 

【キーワードを項目ごとに整理する】



 

【ペア交流】 

 

③ ２年 教科 算数  単元名「ふえたり へったり」 

ア 主な主張点  

 

 

 

 

イ  授業の実際 

  （ｱ）「自分の考えを○図を用いて視覚化した上でのペア交流」の実践 

図や式に表した自分の考えを提示しながら、           

ペアで交流をした。交流により自他の考えの 

よさや違いに気付き、自信をもったり、より 

よいものにしたりすることができた。その際、 

図を示しながら増減の部分がどこにあたるか 

話すよう気を付けさせることで、学習内容が 

身に付くようにした。 

(ｲ) 「問題場面を把握するための役割演技」の実践 

役割演技を通し、問題場面の登場人物とな 

って活動することは、周りにいる友達と温か 

い関係を築きながら問題把握することにつな 

がり、「関係性」を高めるのに効果的であっ 

た。この活動は、共に学んでいるという一体 

感に結び付き、楽しみながら学習できたと考 

えられる。また、役割演技においては、手を 

つなぐことで、増減の相殺場面を視覚的にと 

らえることもできた。                 【役割演技】 

(ｳ)  「学習を振り返って学びを自覚するためのペア交流」の実践 

「算数のエキスパートになってのお店屋さん」 

のペア交流では、学んだことを話し手（お店 

屋さん）と聞き手（お客さん）に分かれて確 

認し合った。互いの説明の仕方のよさに気付 

いたり、友だちの間違いに対して友達を気遣 

いながら、やさしく「ここはこうだよ」と伝 

えたりすることができ、「関係性」を高める 

のに効果的であった。 

 ウ 授業を終えて                      【お店屋さん】 

周りにいる友達と温かい関係を築いたり、安心して意見を伝え合ったりできるような授業

づくりをしてきた。特に、友達と交流したり、問題場面の登場人物となって活動したりする

場面で、主体性が生まれ「関係性」が高まっていくのを感じることができた。友達や教師が

自分のことを受け止めてくれる喜びが、主体的に学ぶ意欲につながっていくことが分かり、

今後も継続して取り組みたいと考える。しかし、ペア活動を取り入れることにより、相手の

考えに流され自分の考えのよさに気付けない児童もいたので、さらに自分の考えを明確にし

て交流できるように、活動内容を工夫していきたい。 

(ｱ) 自分の考えを○図を用いて視覚化した上でペア交流を行う｡ 

(ｲ) 問題場面を把握するために、役割演技をする。 

(ｳ) 学習を振り返って学びの自覚をするために、ペア交流（算数のエキスパートになって

のお店屋さん）をする。                                        



 

 

④ 授業を支える校内の取組と実践 

  ア 自尊感情を育てる学級づくり 

    ４月の学級開きでは、教師と児童がともにクラス全体で話 

し合って、学級目標や学級旗をつくることを全教職員が共通 

理解し、温かく居心地のよい学級を目指すようにしている。 

その際にそれぞれの意見が尊重され、一人一人が活躍できる 

よう努めている。また、自分の考えをはっきり伝え、相手の 

考えをしっかり聞いて、日頃から互いに認め合える仲間づく 

りを大切にしている。                            

イ 異学年交流                          

    年間を通して、縦割り班活動に取り組んでおり、朝の活動 

で「なかよし活動」の時間を設定し、なかよし遊びやボラン 

ティア活動を行っている。また、読書月間には、ペアでお勧 

めの本を紹介し合う「読書郵便」を行い、相手に合った本を 

紹介しようと考えた。さらに、ペア学年で朝のあいさつ運動 

に取り組んだり、２月に行われる長縄大会に向けて昼休みに 

練習したりしている。このような異学年交流は、高学年のリ 

ーダー性を養い、下学年への思いやりの気持ちや自己有用感 

を高める活動になっている。また、下級生にとって、上級生 

は感謝の気持ちや、身近にあこがれの気持ちをもつことができる存在となった。このことは一

人一人の自尊感情を高め、児童が自他を認め合える仲間づくりの下支えとなっている。                                                                   

(3) 成果と課題                              

  ○ 授業の中で、児童が選択・決定する場面を数多く設定したことで、児童の興味・関心を尊重し 

ながら学習課題に取り組むことができ、「自律性」を高めることにつながった。 

  ○ 児童が学習の見通しをもって取り組める学習課題の設定や、資料をもとに自分の考えをもち、 

さらに交流によって一つの考えを再構築する場面を授業に多く設定したことで、分かる・できる 

喜びを感じ、「有能感」を高めることにつながった。 

   ○  一人一人が考えをもって友達と交流する活動を積極的に行ったり、問題場面の把握のために役

割演技を取り入れたりすることで、お互いの関心や興味を共有することができた。また、相手の

考えを認めたり、認められてうれしいと感じたりできる活動になったことは、「関係性」を高め

ることに効果的だった。 

● 高学年になるにつれて、授業規律が十分定着しているとはいえない。授業力の向上の前提と 

して学級経営が大切であり、学習規律をきちんと身に付けさせることが主体的に学ぶ児童の育成

への第一歩と考える。 

● 交流の場面で、低学年は自分の思ったことを伝えたいと思う児童が多いが、学年が上がるに 

つれ、自信をもって意見を言える児童が少なくなっている。今後、思っていることに自信をもっ 

て述べる場面を多く設定すると共に、友だちに寄り添って「聴く」ことができる児童集団を育成 

していく必要がある。 

● 次年度は、「主体的に学ぶ意欲」につながる「自律性」「有能感」「関係性」の３つの心理 

的欲求とかかわる実践の中の、特に「導入の工夫」「授業展開の明確化」及び「協同的な学習」 

に焦点を当て、全教職員で共通理解を図りながら、授業力の向上に努めていきたい。 

【なかよし活動】 

【学級目標】 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【調査研究】 学習指導に関する調査研究（第１年次） 

 ２ 高松市立木太南小学校 

     分かる・できる喜びを実感する子どもの育成 

－子どもの意欲を育てる授業改善の在り方－ 



２ 高松市立木太南小学校

(1) 研究主題を受けて

① 本校の現状

本校区は、市街化区域に属し、団地やマンションが多く、家庭・地域ともに教育にとても熱心

で、協力的である。本校の子どもは、大変素直でまじめに学習活動に取り組む児童が多く、基礎

的・基本的な学力は概ね定着しているといえる。しかし、その一方で、自分に自信がもてない子

どもや学習に充実感を感じられない子どももいて、もてる能力を十分生かしているとはいえない。

② 本校の課題（児童アンケート 平成２７年６月、３～６年生で実施）

ア 肯定率の高い主な項目

・自分にとって役立つことが学べている(88.1％)

・もっといろいろなことを学んでみたいと思う(86.4％)

・勉強をしていて「できた」「分かった」と感じることがある(91.4％)

・一緒に学んでいる友達がいてよかったと思う(92.2％)

※学習に前向きに取り組み、できる喜びや友達と一緒に学習する楽しさを味わっている様子

が見て取れる。

イ 肯定率の低い主な項目

・授業を受けるとすぐに時間がたってしまう(67.8％)

・自分の考えをみんなの前で発表する(67.0％)

・分からないときに先生が声をかけてくれる(70.0％)

※授業が楽しくないと感じている子どもや、自分の考えをみんなの前で表現するといった言

語活動に苦手意識をもっている子どもがいることが分かる。また、教師からのフィードバ

ックに関する項目も肯定率が低い。子どもが満足感を得られるような教師のかかわりにも

課題が見られる。

③ 本校の取組

ア 学習意欲をこうとらえる〈本校の「意欲をもって学習する子ども」の具体的な姿〉

(ｱ) 自分から課題を見つける。

(ｲ) 興味をもったことを進んで調べようとする。

(ｳ) 自分の考えをもち、進んで表現しようとする。

(ｴ) 友達の話をよく聞き、自分の考えを深めようとする。

(ｵ) もっとできるようになりたいと自分でめあてを設定して取り組む。

(ｶ) 学んだことを自らの生活の中の事柄とつなぎ、生かそうとする。

イ 学習意欲向上のための手立て

(ｱ) 授業改善

○ア 子ども自身が自己選択・自己決定する場をつくる

教師による発問を中心とした授業構成は、子どもを受け身にしてしまい、主体性が育た

ない。そこで、授業の様々な場面において、子ども自らが自己選択・自己決定をし、子ど

も自身の手によって授業をつくる機会を積極的に取り入れる。

○イ 協働学習

グループで話し合い、発表し合うなどの言語活動を通して、友達と自分の考えを比較し、

様々な見方や考え方に気付くことができる。それによって、集団で一つのものを作り上げ

ていく喜びを感じたり、その中で自分や友達のよさにも気付いたりして、学習への意欲が

高まると考える。
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今月の学習」「親子でチャレ

内容から構成されて

ゲームの時間

の振り返りカード

家庭学習の手引き等を参考に、

活用して家庭学習に取り組んでいる。授業

中心とした「ばっちり

がやりたいものを自由に

紹介するようにしている。

評価シールが

もっと

取り組む

そこで

知恵の輪を置き

夢中になって

や友達

具体操作である

、子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために

五感を刺激するような体験

学習への

生活に取り入れる

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

木太南小授業スタンダード

すべき

スタンダード

子どもに最低限度の

指導力を

参考になるものとして

手引きを

学習」「親子でチャレ

内容から構成されて

ゲームの時間、

振り返りカード

、自主学習ノートを

活用して家庭学習に取り組んでいる。授業

中心とした「ばっちり

がやりたいものを自由に

紹介するようにしている。

評価シールがもらえることも子ども

もっと

取り組む

そこで、

置き、

夢中になって

友達と

具体操作である

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために

五感を刺激するような体験

への

生活に取り入れる

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

木太南小授業スタンダード

べき

スタンダード

子どもに最低限度の

指導力を

参考になるものとして

手引きを作成している。

学習」「親子でチャレ

内容から構成されている

、次の日の準備な

振り返りカード

自主学習ノートを

活用して家庭学習に取り組んでいる。授業

中心とした「ばっちりメニュー

がやりたいものを自由に

紹介するようにしている。

もらえることも子ども

もっとできるようになりたい」

取り組む子ども

、校舎各階の

、休み時間に

夢中になって

と競い合う楽しさを味わっている。

具体操作である

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために

五感を刺激するような体験

への意欲が高まる。

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

木太南小授業スタンダード」

べき項目を

スタンダード

子どもに最低限度の

指導力を

参考になるものとして

作成している。

学習」「親子でチャレ

いる

次の日の準備な

振り返りカード

自主学習ノートを

活用して家庭学習に取り組んでいる。授業

メニュー

がやりたいものを自由に

紹介するようにしている。

もらえることも子ども

できるようになりたい」

子ども

校舎各階の

休み時間に

夢中になってそれぞれの

競い合う楽しさを味わっている。

。子どもは

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために

五感を刺激するような体験

意欲が高まる。

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

」と称し

項目を

スタンダードの項目

子どもに最低限度の

指導力を自ら

参考になるものとして

作成している。

学習」「親子でチャレ

いる。月末には

次の日の準備な

振り返りカード

自主学習ノートを

活用して家庭学習に取り組んでいる。授業での学習

メニュー

がやりたいものを自由に

紹介するようにしている。

もらえることも子ども

できるようになりたい」

子どもを

校舎各階の

休み時間に

それぞれの

競い合う楽しさを味わっている。

。子どもは

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために

五感を刺激するような体験や

意欲が高まる。

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

と称し

項目を決め

項目

子どもに最低限度の

自ら向上

参考になるものとして、

作成している。

学習」「親子でチャレ

月末には

次の日の準備な

振り返りカードも

自主学習ノートを

での学習

メニュー

がやりたいものを自由に

紹介するようにしている。また

もらえることも子ども

できるようになりたい」

を育むため

校舎各階の

休み時間に

それぞれの

競い合う楽しさを味わっている。

。子どもは

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために

や活動

意欲が高まる。

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

と称し、

決め

項目を

子どもに最低限度の

向上

、毎月

作成している。

学習」「親子でチャレ

月末には

次の日の準備な

も作成

自主学習ノートを

での学習

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

がやりたいものを自由に

また、

もらえることも子ども

できるようになりたい」

育むため

校舎各階の廊下

休み時間に自由に使えるよう

それぞれの

競い合う楽しさを味わっている。

。子どもは具体物を

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために

活動

意欲が高まる。

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

、

決め

を

子どもに最低限度の

向上させ

毎月

作成している。

学習」「親子でチャレ

月末には

次の日の準備な

作成

自主学習ノートを

での学習

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

がやりたいものを自由に

、ノートを

もらえることも子ども

できるようになりたい」

育むため

廊下

自由に使えるよう

それぞれの活動に取り組む

競い合う楽しさを味わっている。

具体物を

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために

活動を

意欲が高まる。

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

させ

毎月

作成している。

学習」「親子でチャレ

月末には

次の日の準備な

作成

自主学習ノートを

での学習

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

がやりたいものを自由に選択している。がんばっている

ノートを

もらえることも子ども

できるようになりたい」

育むため

廊下等に

自由に使えるよう

活動に取り組む

競い合う楽しさを味わっている。

具体物を

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

学習したことをより実感して分かるようにするために、

を通じて

意欲が高まる。

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

させようとしてい

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

ノートを

もらえることも子どもたちの

できるようになりたい」

育むための学習環境

等に期間限定

自由に使えるよう

活動に取り組む

競い合う楽しさを味わっている。

具体物を

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

、体験活動を取り入れ

通じて

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

ようとしてい

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

ノートを

たちの

できるようになりたい」

学習環境

期間限定

自由に使えるよう

活動に取り組む

競い合う楽しさを味わっている。

具体物を操作することにより

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

体験活動を取り入れ

通じて、

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育

ようとしてい

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

ノートを１冊やり終える

たちの

できるようになりたい」と

学習環境

期間限定

自由に使えるよう

活動に取り組む

競い合う楽しさを味わっている。

操作することにより

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

体験活動を取り入れ

、知的好奇心が生まれ

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

様々な場面で実践に生かす力を育む

ようとしてい

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

１冊やり終える

たちの励みとなっている。

い

学習環境

期間限定

自由に使えるよう

活動に取り組む

競い合う楽しさを味わっている。

操作することにより

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

体験活動を取り入れ

知的好奇心が生まれ

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

む。

ようとしてい

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

１冊やり終える

励みとなっている。

学習環境

期間限定

自由に使えるよう

活動に取り組む

競い合う楽しさを味わっている。

操作することにより

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

体験活動を取り入れ

知的好奇心が生まれ

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

。

ようとしている。

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

１冊やり終える

励みとなっている。

競い合う楽しさを味わっている。

操作することにより

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

体験活動を取り入れ

知的好奇心が生まれ

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり

。

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

１冊やり終える

励みとなっている。

操作することにより

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

体験活動を取り入れ

知的好奇心が生まれ

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

応用・発展の課題を提示して自分で工夫して学習したり、課題を

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

１冊やり終える度

励みとなっている。

記録に

操作することにより

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

体験活動を取り入れ

知的好奇心が生まれ

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

課題を

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

度に

励みとなっている。

記録に

操作することにより、

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

体験活動を取り入れる。

知的好奇心が生まれ

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

課題を

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

に、

励みとなっている。

記録に挑戦！

、実感的に

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の

。実験や

知的好奇心が生まれたり

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

課題を解決

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっている

、担任だけ

励みとなっている。

挑戦！

実感的に

子どもがより「分かる」ことのできる教材・教具の開発

実験や

たり

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。

解決

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

選択している。がんばっているノート

担任だけ

挑戦！

実感的に

開発

実験や

たり、

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

でどう生かされているのかが分かると、学んだことが実生活に役立つことを実感できる。そこ

解決した

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

ノート

担任だけ

挑戦！

実感的に

開発を

実験や

、

身近な事柄と関連のある内容は子どもの興味・関心を高める。そして、学習内容が生活の中

そこ

した

」と子どもが自由に課題を選ぶ「ワクワクメ

ノート

担任だけ



(2)  授業実践 

①  ６年家庭科 題材名「くふうしよう さわやかな生活」 

ア 学習の流れと子どもの様子 

〈学習の流れ〉 
季節にふさわしい衣服について考える学習を行った。夏に着る服はどのようなものがよいか

について、衣服の肌触り・乾きやすさ・通気性の３つの観点で調べる実験を行った。夏の汗ば

む季節に気持ちよく過ごせるのはどんな生地がよいのかを考えるため、数種類の生地を用意し、

実際に手に取り手触りを比べたり、ドライヤーで乾かしたりした。 
〈子どもの学習する姿〉 

本物の布地を使った実験に子どもたちの取組への意欲は高まった。実験によって普段何気なく

着ている衣服の働きについて実感することもできていた。また、実験結果をもとに、どのよう

な衣服がふさわしいのかを実生活の中で生かしていこうとする意欲の高まりも見られた。 
イ 学習意欲向上のポイント 

・体験学習や実験を取り入れることにより、意欲化を図る（自律性）。 
・授業の中で学んだ科学的な根拠と実生活をつないで考え、学んだことが実生活に生かせるこ

とを伝える（自律性・有能感）。 
②  ３年学級活動 題材名「そうじの時間を見直そう」 

ア 学習の流れと子どもの様子 

  〈学習の流れ〉 
 一生懸命掃除に取り組めるクラスになるためにはどうしたらよいのかについての話し合いを

行った。清掃についての事前アンケートから、清掃活動をもっとよくしたいという願いが出て

きた。そして、そのためにはどうすればよいかを小グループで話し合った後、全体で意見を交

流した。 
  〈子どもの学習する姿〉 

それぞれの方法のよさについて考える中で子どもたちは、自分なりの意見をもつことができ

た。清掃という子どもにとって必要感のある課題を設定したことで話し合いに意欲的に参加す

る姿が多く見られた。また、ネーム磁石を使用することにより、自分の意見に責任をもち、主

体的に学習に参加できただけでなく、自分が全体の中で発言していなくても、自分の存在感を

感じることができた。 
イ 学習意欲向上のポイント 

・子どもの生活の中から共通課題として見つけたテーマについて 
話し合う（自律性）。 

・話し合いで自分の考えを黒板に示す際には、ネーム磁石を使用 
する（自律性・有能感）。 

・小グループでの話し合いを取り入れる（関係性）。 
 

③  ２年図画工作 題材名「ぼうしをかぶって」 

ア 学習の流れと子どもの様子 

  〈学習の流れ〉 
 自分だけのすてきな帽子を作るというめあてで活動を行った。子どもたちは、自分の帽子を

よりよいものにしたいという願いをもちながら、作業に取り組んだ。 

私はこんな方法

を考えたよ。 



  〈子どもの学習する姿〉 
作業中に困った子どもがいると、教師や子どもがその問題点の解決の糸口を示せそうな子ど

もを見つけ、解決策を全体に向けて紹介するよう促したり、自分がうまくできたところを自ら

紹介したりする姿が見られた。方法をみんなに伝える際、お立ち台に上がって発表したり、マ

イクを使ったりすることで、自分のアピールポイントを紹介したいという気持ちが高まった。

お立ち台は、困っていることを伝える場としても活用し、アドバイスを得ることもできた。 
イ 学習意欲向上のポイント 

 ・自分自身が身に付ける帽子を作るということを考えながら活動 
をする（自律性）。 

・子ども同士が作品を互いに見合いながら作る（関係性）。 
④  ５年算数 単元名「面積」 

ア  学習の流れと子どもの様子 

  〈学習の流れ〉 
 四角形の面積を工夫して求める学習を習熟度別に行った。どんどんコースでは、既習事項を

使いながら自分なりの方法で面積を求め、小グループで話し合った後、全体交流を行った。じ

っくりコースでは、教師と一緒に四角形を対角線で 2 つの三角形に分けてから、四角形の面積

を求めた。 
  〈子どもの学習する姿〉 

どんどんコースでは、自分の考えについて根拠をはっきりさせながら説明する中で、友達と

の共通点や相違点を見つけることができた。じっくりコースでは、２つに分けた三角形の高さ

を見つけることが難しい子どもには、具体物操作によって見つけられるよう支援した。道具を

使うことにより高さを見つけることができ、三角形の面積を求め、次の段階に進もうとする意

欲の継続が図れた。 
イ  学習意欲向上のポイント 

    ・既習事項をもとにいろいろな方法を考え、グループで話し合う（関係性）。 
・具体物を操作しながら考える（有能感）。  

⑤  １年国語 単元名「のりものはっぴょうかいをしよう」～教材文『いろいろなふね』 

ア 学習の流れと子どもの様子 

〈学習の流れ〉 
 教材文でいろいろな船の役目や設備、使い方について学習した後、自分の好きな車を選択し、

その車についての説明文を書く学習を設定した。本時では、説明文を書くための情報を資料か

ら読み取る活動を行った。まず、情報を見つけ、自分の車カードに書き込んだ後、同じ車を選

んだ友達とペアになり、自分が読み取った情報を紹介し合った後、全体交流を行った。 
〈子どもの学習する姿〉 

全体交流だけでなく、ペア活動を取り入れることにより、自分の考えを発表できたという満

足感や相手に認めてもらえたという安心感をもつことができた。また、子どもが情報を収集す

る際、図書館の本では難易度が高いものもあったので教師が自作資料を用意した。それによっ

て、子どもが自分にもできそうだという意欲をもつことができた。 
イ 学習意欲向上のポイント 

・子どもの伝えたいという思いを保障するためにペア活動を行う（関係性）。 
・調べ学習の際、発達段階にふさわしい資料を用意する（有能感）。 

ぼくが工夫し

たところは… 



⑥  ４年国語 単元名「感想を伝え合おう」～教材文『ごんぎつね』 

ア 学習の流れと子どもの様子 

〈学習の流れ〉 
 学習したことを読書新聞に表す言語活動を行った。本時では、ごんをうった兵十とうたれた

ごんの気持ちを考えるため、ごんの気持ちを考えるグループと兵十の気持ちを考える小グルー

プに分かれて話し合った後、全体で交流した。 
〈子どもの学習する姿〉 

本文の読み取り→グループ交流→全体交流→新聞作りといったパターンを定着させること

により、子どもが見通しをもって学習に参加することができた。また、読書新聞を完成させよ

うという思いが意欲の継続にもつながった。また、グループ内で友達の意見を聞き合ったり、

全体交流の中では友達の意見に対して質問したり答えたりという言葉のキャッチボールが見

られた。 
イ 学習意欲向上のポイント 

   ・単元を貫く言語活動として読書新聞作りを設定し、毎時間の学習活動をパターン化する（有能 
感）。 

・子ども同士の交流の場を設定する（関係性）。 
 

(3)  成果と課題 

①   授業後のアンケートから見られる傾向（６回の研究授業の平均） 

・肯定率の高い主な項目 
授業で学んだことはおもしろいと思った(92.4％) 
授業の中で「できた」「分かった」と感じることがあった(94.4％) 
クラスのみんなでいっしょに勉強しているように感じた(92.5％) 

・肯定率の低い主な項目 
時間がたつのがはやく感じた(84.1％) 
授業の内容について、もっと知りたいと思った(83.9％) 
授業の中で「こうしてみよう」と自分で感じることがあった 

(87.5％) 
②  成果 

・子どもにとって必要感のある課題は、学習意欲を向上させた。  
・少人数グループで学習する協働学習の場面を設定し、学び合うことで、学習への意欲の高まり

が見られた。 
・子どもの意欲を高め、持続させるための手立てとして、具体物や教材教具を準備すると、「や

ってみたい」という気持ちが生じ、意欲的に取り組めた。 
・実験等の体験活動を取り入れると、子どもの興味を引き学習意欲向上に効果があった。 

③  今後の課題 

・学習指導では、交流方法の工夫など、学び合う環境づくりをすることによって、意欲化を図る

ため、協働学習に焦点をあてた研究を進める。 
・教室の中で学習意欲に乏しい個に焦点をあて、学習意欲向上のための有効な手立てを探る。 
・家庭向けのリーフレットを作成することにより、家庭との連携を図る。 
・自主学習ノートの効果的な活用の在り方を探る。 

○ 学習できることの楽し

さ、できるようになること

の満足感や仲間と一緒に

学ぶことの喜びをさらに

感じられるようになった。 
△ 学習内容に対し、主体的

に取り組むというよりは、

やや受け身の姿勢も見ら

れる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

【調査研究】 学習指導に関する調査研究（第１年次） 

 ３ 高松市立塩江中学校 

     確かな学力を育てる学習指導の在り方 

－分かる授業・楽しい授業づくりと家庭学習の充実－ 



３ 高松市立塩江中学校 

(1) 研究主題を受けて 

① 本校の現状 

ア 生徒の実態 

現在の生徒数は、1 年生１７名、２年生２９名、３年生３０名の７６名である。今年度から 

３小学校が統合され、小中併設校となった。 

平成２６年度の全国学力・学習状況調査や香川県学習状況調査、学習の診断の結果からほと 

んどの教科で県平均を下回っており、学力差が大きく低学力の生徒が多いことが分かる。また、 

「授業は楽しいですか」「勉強は好きですか」という質問に対して、現在の２・３年生の半数が

否定的に回答していた。 

    校内の授業評価アンケートの結果からは、コミュニケーション能力が低く、人前で発表する 

のが苦手な生徒が多いことと、家庭学習の習慣が身に付いていない生徒が多いことも分かった。 

また、分からないことを解決せず、そのままにしている生徒が多いことが分かった。家庭では、 

テレビ、テレビゲーム、携帯電話でのメールなどに時間を多く費やしている。 

 

  「授業中に積極的に発表しますか？」（H27・1 学期調査）「分からないところを質問しますか？」 

 
また、発達障害傾向の生徒の占める割合が高く、特別な教育的支援を必要とする生徒が多い 

現状がある。 

イ 教師の実態 

研究組織が機能していないため、何をどうやっていくかという方向性がはっきりしていない。 

また、教科一人配置のため教科における専門的討議が難しく、授業改善につながっていない。

３学年の授業準備に追われ、各分掌の負担も大きく、日々の授業をなんとか消化しているのが

現状であり、授業力にも温度差がある。また、現職教育の時間確保が難しい現状もある。 

 

② 本校の課題 

ア 授業改善（教師一人一人の授業力の向上） 

・分かる授業にするためにＵＤの授業の推進（特別支援教育の視点に立った指導） 

・学習意欲を高めるために能動的な活動を重視した授業（アクティブ・ラーニング） 

イ 朝学習、放課後学習（マイスタディの時間）の時間を確保して基礎学力を付ける。 

ウ 家庭学習の習慣化 

エ 研究組織の確立 

オ 現職教育の時間確保 

 

③ 本校の取組 
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現職教育テーマ 
 「確かな学力を育てる学習指導の在り方」 

 ―分かる授業・楽しい授業づくりと家庭学習の充実― 



ア 授業改善 

・ 小中連携による中学校教員の指導技術の向上と児童生徒の理解に努める。 

・ 全体での研究授業を５教科１回行うとともに、公開授業を行い、互いの授業を参観し合い

指導方法について討議、研究を行う。 

授業改善のポイント（共通理解した取組） 

（ｱ）授業規律の確保 

(ｲ) 分かる授業にするために（有能感の欲求） 

  ・授業の中で学習内容を振り返る時間を確保・板書の工夫（視覚化） 

  ・ワークシートの工夫（板書との関連）・学習の見通しの明確化  

  ・学習支援を要する生徒への個別の手立て  

（ｳ）学習意欲の向上を図るために（自律性の欲求・関係性の欲求） 

  ・生徒のよい点を褒める声かけ・学習課題の明確化と興味を抱かせる課題の設定 

  ・アクティブ・ラーニングの推進・自分の考えをもち、発表できる場の確保 

イ 基礎学力を付けるために 

 朝学習、放課後学習の時間を確保し、ドリル学習や授業内容の定着を図る。 

ウ 家庭学習の習慣化 

マイスタディノート（家庭学習ノート）を活用して家庭学習を習慣化する。 

エ 研究組織の明確化 

   学習指導部会（基礎学力を付けさせる部会）授業改善研究部会（学習意欲を高め、分かる授 

業・楽しい授業を考える部会）特別支援教育部会（ＵＤの授業の推進、個別支援の検討）を 

創設する。 

 オ 現職教育の時間確保 

   毎月、第一月曜日に現職教育の時間を設定する。 

(2) 授業実践 

① 国語科 

ア  実践内容 

(ｱ) アクティブ・ラーニング 

・   実際にやってみて考える学習 

         ダイコンの胚軸・根と甘味・辛味の関係性についての説明文では、実際のダイコンおろ 

しを試食することによって実感しながら、根拠を明らかにして考えた。 

・   グループによる課題解決学習 

         詩の学習で、初発の感想や疑問等から課題を設定して追究する学習を行った。ジグソー 

学習を取り入れ、友達との交流の中で主題を考え合い学び合う学習展開を工夫した。  

・   教材・教具の工夫 

            直感的な理解を助け、生徒の意欲や興味・関心を高める具体物を提示した。     

(ｲ)  ＵＤ化 

・   指導計画に基づいた「学習計画表」を印刷して示し、単元の学習の見通しをもたせた。 

・   視聴覚に訴える具体物(紙コップのケロちゃん)を用意したり、学び合いの場面を設定し 

たりして授業を組み立てた。 

・   本時のめあてに即した学習ができたか自己評価表を活用して学習の振り返りをさせた。 

イ 考察（成果と課題） 

    グループによる課題解決の場では、日頃は自信をもって発言できない生徒も意欲的に取り組む  

姿勢が見られた。しかし、この課題についてどう話し合わせ、どんな力を付けさせるかという教 

師のねらいが明確でなかった。学習指導要領との関連についての研究が必要である。 



②  数学科 

ア 実践内容 

(ｱ)  アクティブ・ラーニング 

・  音声計算練習法 

       ２人組で交互に１人１分計算の答えを口頭で言い、チェックさせる。即時確認により、 

間違いに気付き、その場で修正できた。短時間で復習とドリル学習が効果的にできた。 

・  グループによる課題解決学習 

       小グループで教え合うことで理解を深めたり、同一の教材から異なった課題をグループ 

ごとに解決・発表し、クラス全体で課題解決を共有したりする学習活動の場を設定した。 

・  課題設定の工夫 

          具体物の操作や作図など、直感的な理解を助け、生徒の意欲や興味・関心を高める教材・ 

教具、資料の提示を工夫した。   

(ｲ)  ＵＤ化 

・  個々の生徒の理解度を知るとともに、基礎･基本の定着を図る小テストを実施した。  

・  学習の見通しをもたせるための学習課題や学習の流れ、既習事項を提示した。   

・  個々の生徒の理解度を知るために自己評価表を活用した。 

イ 考察（成果と課題） 

    グループによる課題解決の場では、数学に自信のない生徒も意欲的に取り組む姿勢が見られ 

た。また、「この課題について、生徒にどう話し合わせ、何を理解させたいのか」という教師 

の意図が必要であり、生徒に気付かせる「授業のまとめ方の工夫」についても研究を深めたい。 

③ 社会科 

ア 実践内容 

(ｱ)  アクティブ・ラーニング 

・  前時の授業から出てきた疑問やつぶやき、または資料から読み取った内容など生徒の声

をできるだけ生かした学習課題を設定した。 

・  生徒に意欲や関心をもたせるための資料選びや提示の工夫をした。 

・  一人で考える時間、班で考えて意見をまとめる時間を設けることで、互いの意見や考え

を伝え合う場面を設定した。 

・  課題解決のための意見交流や検証過程での授業形態の工夫をした。 

(ｲ)  ＵＤ化 

・  前時の復習として簡単な発問や小テストを行い、学習内容の定着を確認した。 

・  学習課題、学習の流れを明確にした。 

・  構造的な板書に努めるとともに、ワークシートを使って本時の学習内容、学習の見通し

を把握させた。 

・  発問の内容が分かりやすいように表現に留意した。 

イ 考察（成果と課題） 

    インターネットサイトの活用など資料提示を工夫することで生徒の関心が高まった。また、 

授業始めに小テストを実施したり、生徒の疑問、つぶやきを学習課題につなげたりしたことで 

意欲的に授業に取り組もうとする姿勢が見られた。 

課題として、導入に時間をかけすぎて学習課題の設定に時間のかかることがあった。課題解 

決のための検証やまとめに時間を使えるようにしたい。また、生徒の意識の継続を考え、メリ 

ハリをつけてテンポよく次の過程に進めていくこと、生徒の考えや意見に対する称賛の言葉か 

けを大切にすることは、意欲的な授業の取組につながると考える。 

 



  ④ 英語科 

ア 実践内容 

(ｱ)  アクティブ・ラーニング 

・  興味、関心をもてる学習課題を設定し、グループによる課題解決学習を行った。 
・  授業にゲームや自分で選択できる場を設け画一的な授業にならないように工夫した。 
・  自分の考えを発表する場を授業に入れた。 
・  ALT とのティームティーチングの中に新しい表現を導入した。 

(ｲ)  ＵＤ化 

・  学習課題と学習の流れを明確化するとともに、黒板に掲示した。  
・  分かりやすい板書に心がけた。 
・ 視覚的に有効な資料等を活用した。 
・ 授業の初めに復習の時間を取り、学習内容が定着しているか確認した。 

イ 考察（成果と課題） 

     デジタル教科書やパワーポイントによるプレゼンテーションを授業に取り入れたことで、 
課題への焦点化ができ、生徒の取組に進歩が見られた。また、ALT とともに、授業づくりを

行い、実践したことで、言語材料も精選された。当初は、生徒にとまどいが見られたが、次

第に慣れ、日本語を使わないで英語の使い方や意味を学ぶ姿勢ができつつある。今後は、新

しく学んだことをいかに定着させていくか。また、客観テストなどの結果に結びつけていく

ために、さらに書く力を高めていくかが課題であると考える。 
⑤ 理科 

      ア 実践内容  

(ｱ)  アクティブ・ラーニング 

          ・  常に課題意識を継続させるために短期スパンでの解決に向けた課題設定にした。 

・  仮説は選択制とし、その理由付けに重点を置いた。 

・  他の意見と比較（頭の中で戦わせる）する場面を設定し、自らの考えを深めさせた。 

・  仮説の検証は教師とともに進め、課題解決へと導いた。 

・  意識の流れが停滞している生徒にはヒントカードを提示した。 

・  課題の持続性のため、家庭での課題を与えた。 

(ｲ)  ＵＤ化 

・  課題の設定までの流れをプレゼンテーションソフトを使い、視覚的情報を加えた。 

・  仮説の説明はモデルを用い、他の意見と比較しやすくした。 

・  他の意見をワークシートにまとめ、最終予想を立てやすくした。 

イ 考察（成果と課題） 

          生徒は、普段の授業よりも教師や友達の説明を視覚的にとらえ、スムーズに進められた。 
短期スパンで課題が解決され、新しい課題をもつことで常に新鮮な状態で授業に参加できた。 
仮説の説明の際には言葉だけでなくモデルを用い、自らの予測と比較し、新しい意見をもて 
た。プレゼンを見る生徒の姿から「学びたい！」という意欲を感じた。短期スパンにおける 
課題解決及び視覚的に意欲をもたせる実践を積み重ね、「分かる授業」、「楽しい授業」と 
したい。①課題→②予測→③実験・観察→④結果の検証→⑤新しい課題という生徒の意識の 
変容がアクティブ・ラーニングの継続につながると考えられる。生徒の意識の流れを考えた 
授業の組み立てをしていきたい。一方で、準備の段階でプレゼン、ワークシート、実験器具 
でかなりの負担がかかり、常に実践として取り入れるのが困難である。 

 
 



⑥ 保健体育（体育分野） 

ア 実践内容 

(ｱ)  アクティブ・ラーニング 

・  意欲化につながるような、授業の導入方法や学習の場の設定を工夫した。 
・  まとめのときに実生活に生かすことができるような助言をした。 
・  グループでの発表を通して、お互いの技能を高める意識付けにした。 

(ｲ)  ＵＤ化 

       ・  学習の流れや学習課題を明確に掲示した。 
      ・  デジタル教材やデジタル教科書を活用することで、振り返りができるようにした。 
       ・  学習を深めるペア学習やグループでの話し合い手順を明確化した。 
       ・  生徒の意識の焦点化を図るために、掲示物の内容や掲示の仕方などを工夫した。 

イ 考察（成果と課題） 

デジタル教材やデジタル教科書を活用することで授業への意欲化が図られてきた。導入方 
法や学習の場の設定を工夫することで授業での活動の質が高まったように考えられる。授業

中のつぶやきを拾い、実生活につながるための助言や発問の工夫をさらに考えていく。また、

生徒の意識に沿った学習課題になるよう、ポイントを絞り、学習課題の質を高める研究を進

めていく必要がある。 
 

(3) 成果と課題 

 ① 成果 

   今年度は、全体の研究授業を５回と公開授業を５回実施してきた。また、小学校の授業の参観 

も３回行った。他教科の授業を見ることは新鮮であり、違った視点でアドバイスをもらえ授業力 

アップにつながっている。特に、小学校の授業を参観し、きめ細かな支援の大切さや発表の仕方 

等など参考にすべき点が多々あった。 

授業改善のポイント（３つの心理的欲求）を意識した授業実践を通して、教師の授業改善に対 

する意識が高まってきた。一斉授業だけではなくアクティブ・ラーニングを取り入れることで生

徒の学習意欲の高まりを実感できた。 
朝学習は毎日１５分間、国語、数学、英語の３教科のドリル学習に取り組んだ。また、週３～ 

４日程度、放課後の１５分間をマイスタディの時間として授業内容の定着を図るととともに学習

の仕方なども指導してきた。少しずつではあるが基礎学力が身に付きつつある。 

２学期末の授業評価アンケートと１学期末と比較すると、「授業内容の理解」「授業では学習課 
題や学習の流れがはっきりしている」「授業の方法の工夫」という項目で肯定的な評価をする生徒 
が増えている。 

   
② 課題 

   何のために、どんな力をつけるためにアクティブ・ラーニングをするのかを教師が明確にして 
おかなければならない。特にグループ活動での話し合いを、いかに有効性のあるものにするかを 
今後も研究していく必要がある。また、生徒にとって興味・関心を抱かせる学習課題の設定につ 
いても考えていく必要がある。 

   学習の支援を要する生徒が多いので、いかに有能感の欲求を満たしていくかが今後も大きな課 
題となる。教師の称賛の言葉かけや定期テストの作成上の工夫なども課題である。 

   生徒の授業評価アンケートからは、「授業中の発表」の項目がどの学年も低いので、自分の考え 
をもたせ、発表する場を多く設けて学習意欲の向上につなげたい。 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【調査研究】 学習指導に関する調査研究（第１年次） 

Ⅳ アンケートについて 

   学校生活全般について 
   研究授業について 



Ⅳ アンケートについて 

 

１ アンケートの概要 

 本研究の成果を明らかにし、次年度に向けた課題を探る目的で協力校の児童生徒を対象にアンケー

ト調査を行った。①学校生活全般について尋ねるアンケート、②研究授業について尋ねるアンケート、

の２つを実施した。 

 

（1）学校生活全般について尋ねるアンケート 

 学校生活全般での主体的に学ぶ意欲を捉えるものとして「内発的動機づけ」について尋ね、その背

景要因として「心理的欲求」について尋ねた。また、「学習活動・教育環境」についても尋ねた。 

 

①内発的動機づけに関する項目（６項目） 

学校での学習や授業全般に対して、どの程度内発的動機づけを感じているかを尋ねた（項目は表

1）。回答方法は「1：あてはまらない」から「4：あてはまる」の４段階評定であった。 

②心理的欲求に関する項目（９項目） 

学校での学習や授業全般において、どの程度心理的欲求が満たされていると感じているかを尋ね

た（項目は表 2）。回答方法は「1：あてはまらない」から「4：あてはまる」の４段階評定であった。 

③学習活動・教育環境に関する項目（１３項目） 

学校での学習や授業全般に対して、どのように授業が行われていると感じているか、またどのよ

うな学習活動を行っているかを尋ねた（項目は表 3）。回答方法は「1：まったくない」から「4：よ

くある」の４段階評定であった。 

 

（2）研究授業について尋ねるアンケート 

 授業における主体的に学ぶ意欲を捉えるものとして「内発的動機づけ」について尋ね、その背景要

因として「心理的欲求」について尋ねた。 

 

①内発的動機づけに関する項目（６項目） 

研究授業に対して、児童生徒がどの程度内発的動機づけをもって取り組んだかを尋ねた（項目は

表 4）。回答方法は「1：あてはまらない」から「4：あてはまる」の４段階評定であった。 

②心理的欲求に関する項目（６項目） 

研究授業において、児童生徒がどの程度心理的欲求を満たす経験ができたかを尋ねた（項目は表

4）。回答方法は「1：あてはまらない」から「4：あてはまる」の４段階評定であった。 

 

（3）アンケートの実施状況 

 アンケートの実施状況は、研究協力校によって異なる。学校生活全般について尋ねるアンケートは、

３校とも平成２７年７月に実施した。高松市立鬼無小学校と高松市立塩江中学校では、全児童生徒を

対象に実施し、高松市立木太南小学校では、３年生から６年生を対象に実施した。研究授業について

尋ねるアンケートは、高松市立鬼無小学校では、６月に行われた１つの研究授業について実施し、高

松市立木太南小学校では、６月から１１月にかけて行われた６つの研究授業について実施した。いず

れも研究授業の次の日に、児童に回答を求めた。高松市立塩江中学校では、今年度は実施していない。 

 

 



２ アンケートの結果 

 

（1）学校生活全般について尋ねるアンケート 

 学校生活全般について尋ねるアンケートについて、小学生と中学生ごとに各項目の回答分布を出し、

肯定率（「あてはまる」「すこしあてはまる」もしくは「よくある」「すこしある」と回答した児童生徒

の割合）を算出した（表 1～3）。 

 

 ①内発的動機づけ 

  小学生においては、「④自分にとって役だつことが学べているなと思う」や「⑤難しいことでもが

んばってやってみたいと思う」で８割以上の児童が肯定的に回答していた。多くの児童が学校で学

ぶ内容が役だつと感じ、難しいことや授業外のことも学んでみたいと感じていることがうかがえる。

一方、「③授業をうけていると、すぐに時間がたってしまう」についてはやや肯定率が低めであり、

授業に対する集中という面でやや課題があるかもしれない。 

  中学生においても同様の傾向がみられた。項目④や項目⑤の肯定率が比較的高く、項目③の肯定

率がやや低めであった。小学生に比して中学生の内発的動機づけが低くなりがちであることは、こ

れまで多くの研究で報告されており、今回の協力校においても同様の傾向がみられた。 

 

表 1 内発的動機づけを尋ねる項目の肯定率（%） 

項目 小学生 中学生 

①勉強するのは楽しいことだと思う 78.4 46.5 

②授業の内容がおもしろいと思う 78.8 56.3 

③授業をうけていると、すぐに時間がたってしまう 66.2 32.4 

④自分にとって役だつことが学べているなと思う 86.6 62.9 

⑤難しいことでもがんばってやってみたいと思う 87.6 60.6 

⑥もっといろいろなことを学んでみたいと思う 86.8 60.6 

 

 ②心理的欲求の経験 

  小学生においては、全体的に有能感の欲求と関係性の欲求を尋ねる項目の肯定率が高く、いずれ

の項目でも８割以上の児童が肯定的に回答していた。特に、有能感の欲求の「⑥勉強をしていて、

「できた」「わかった」と感じることがある」、関係性の欲求の「⑦友だちと仲よくできている」「⑧

いっしょに学んでいる友だちがいてよかったなと思う」については、９割以上の児童が肯定的に回

答していた。大部分の児童が授業中に「わかった」と感じる経験をしており、また友だちとよい関

係を築けていることがうかがえる。一方で、自律性の欲求に関する項目についてはやや肯定率が低

めであり、自分の思ったことを他者に表明することに苦手意識をもっている児童が少なからずいる

ことがうかがえる。 

  中学生においても同様の傾向がみられ、有能感の欲求と関係性の欲求を尋ねる項目の肯定率が比

較的高かった。特に、関係性の欲求の項目⑦については、８割以上の生徒が肯定的に回答をしてお

り、よい関係のなかで授業に取り組めている様子がうかがえる。一方で、肯定率が比較的低かった

のは、自律性の欲求の「①自分の思っていることを、自由に言うことができる」「③自分の思った

ことを安心して言える」であり、小学生と同様に自分の意見を表明することにやや課題をもってい

ると考えられる。 

 



表 2 心理的欲求の経験を尋ねる項目の肯定率（%） 

項目 小学生 中学生 

自律性の欲求 
  

①自分の思っていることを、自由に言うことができる 59.4 45.1 

②自分で「こうしよう」と決めることができる 74.3 62.0 

③自分の思ったことを安心して言える 59.2 43.7 

有能感の欲求 
  

④いろいろと新しくできることが増えている 88.4 67.6 

⑤授業で教わることが、きちんと身についている 81.3 56.3 

⑥勉強をしていて、「できた」「わかった」と感じることがある 90.5 69.0 

関係性の欲求 
  

⑦友だちと仲よくできている 92.5 81.7 

⑧いっしょに学んでいる友だちがいてよかったなと思う 93.0 77.5 

⑨友だちが自分のことをよくわかってくれていると思う 82.3 67.6 

 

③学習活動・教育環境 

  小学生においては、「①クラスの友だちとグループになって活動する」などの協同に関する項目の

肯定率が高かった。日常的に、級友との協同的な学習活動が取り入れられていることがうかがえる。

また、「⑪授業のはじめに、その時間のめあてや学ぶ内容をはっきりと先生が示してくれる」など

の肯定率も９割と高く、導入時のめあてと終末時のまとめについて意識的に指導がなされているこ

とが示唆される。一方で、「④自分の考えをみんなの前で発表する」の肯定率は比較的低く、授業

のなかで意見を表明する機会が児童の目からみて必ずしも十分ではない可能性が考えられる。 

  中学生においても、項目⑪の肯定率が高く、授業の導入時にめあてが明確に示されていることが

わかる。その一方で、小学生と同様に、項目④の肯定率は低く、授業時に生徒が自分の意見や考え

を述べる機会がやや少ないことが示唆される。 

 

表 3 学習活動・教育環境を尋ねる項目の肯定率（%） 

項目 小学生 中学生 

①クラスの友だちとグループになって活動する 90.4 67.6 

②クラスの友だちの意見をきいたり、自分の意見を伝えたりする 85.6 59.2 

③クラスの友だちと協力して問題を解く 80.3 62.0 

④自分の考えをみんなの前で発表する 64.1 32.4 

⑤教室で前にでて、黒板に答えや自分の考えを書く 62.8 28.2 

⑥時間をかけて、ひとりでじっくり問題を解く 75.9 47.9 

⑦問題集やプリントなどの問題を自分で解く 92.0 74.6 

⑧ノートやプリントに自分の思ったことや感じたことを書く 70.0 49.3 

⑨先生が、自分のよくできたところをほめてくれる 70.7 38.0 

⑩わからないことがあったり、悩んだりしているときに、先生が声をかけてくれる 68.1 46.5 

⑪授業のはじめに、その時間のめあてや学ぶ内容をはっきりと先生が示してくれる 91.3 81.4 

⑫授業で学んでいることについて、先生がなぜその内容を学ぶのかを話してくれる 73.9 59.2 

⑬授業のおわりに、先生がその授業のまとめをしてくれる 90.9 57.7 

 



 ④内発的動機づけと心理的欲求との関連 

  心理的欲求の各項目に肯定的に回答した児童生徒（肯定群：「あてはまる」「すこしあてはまる」）

と、否定的に回答した児童生徒（否定群：「あてはまらない」「あまりあてはまらない」）の間で内

発的動機づけの各項目の肯定率を比較した。比較的強い関連がみられたものを図 1～3 に示す。 

 

図 1 自律性の欲求と内発的動機づけとの関連 

 

  

図 2 有能感の欲求と内発的動機づけとの関連 

 

   

図 3 関係性の欲求と内発的動機づけとの関連 

84.3 

56.4 

0

20

40

60

80

100

肯定群 否定群 

肯
定
率
（
%
）
 

項目②「自分で「こうしよう」と決め

ることができる」 
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項目③「自分の思ったことを安心して言

える」 
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項目④「いろいろと新しくできることが

増えている」 
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項目⑥「勉強をしていて、「できた」

「わかった」と感じることがある」 
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項目⑧「いっしょに学んでいる友だちが

いてよかったなと思う」 
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項目⑨「友だちが自分のことをよくわ

かってくれていると思う」 

「授業の内容がおも

しろいと思う」 

「もっといろいろな

ことを学んでみたい

と思う」 

「授業の内容がおも

しろいと思う」 

「勉強するのは楽し

いことだと思う」 

「難しいことでもが

んばってやってみた

いと思う」 

「勉強するのは楽し

いことだと思う」 



（2）研究授業について尋ねるアンケート 

 合計７回の研究授業ごとに、内発的動機づけと心理的欲求の項目の肯定率を算出した（表 4）。内発

的動機づけを尋ねる項目では、ほとんどの授業で児童が肯定的に回答していた。特に、「①授業で学ん

だことはおもしろいと思った」「②授業の時間をたのしくすごすことができた」などについては、肯定

率が１００%の授業もあり、児童が楽しさや興味をもって取り組める授業が展開されていたことがうか

がえる。心理的欲求の経験についても、ほとんどの授業で児童が肯定的に回答していた。今年度に行

われた研究授業では、児童が心理的欲求に関する経験ができるような授業が展開されていたといえる。 

 

表 4 研究授業における内発的動機づけと心理的欲求の肯定率（%） 

項目 
研究授業 

A B C D E F G 

①授業で学んだことはおもしろいと思った 86.2 96.8 90.9 100.0 93.5 100.0 73.1 

②授業の時間をたのしくすごすことができた 100.0 100.0 87.9 100.0 93.5 100.0 73.1 

③時間がたつのがはやく感じた 75.9 93.5 72.7 89.3 83.9 92.3 73.1 

④授業の内容について、もっと知りたいと思った 89.7 87.1 84.8 89.3 76.7 96.2 69.2 

⑤授業で学んだことが、自分に役だつものだと思

った 
89.7 87.1 93.9 100.0 83.9 96.2 80.8 

⑥難しいこともがんばってやってみようと思った 75.9 93.5 93.9 92.9 87.1 92.3 76.9 

⑦授業の内容について、「どういうことかな」と自

分なりに考えることができた 
65.5 83.9 87.9 96.4 90.3 96.2 96.2 

⑧授業のなかで、「こうしてみよう」と自分で感じ

ることがあった 
69.0 83.3 84.8 96.4 83.9 96.0 80.8 

⑨授業のめあてになっていることを、きちんと学

ぶことができた 
75.9 90.0 90.9 96.4 90.3 96.2 88.5 

⑩授業のなかで、「できた」「わかった」と感じる

ことがあった 
78.6 93.5 90.9 100.0 93.5 100.0 88.5 

⑪クラスみんなでいっしょに勉強しているように

感じた 
89.7 100.0 93.9 100.0 80.0 96.2 84.6 

⑫授業のなかで、友だちが考えていることがよく

わかった 
89.7 87.1 87.9 100.0 87.1 100.0 84.6 

 

３ アンケートの結果からみえたこと 

 本年度のアンケート調査から、協力校における児童生徒は、概ね主体的な意欲をもって学習に取り

組んでいる様子を見てとることができた。また、心理的欲求の経験をできていることが、児童生徒の

内発的動機づけの高さと関連していることが示された。今年度に行われた研究授業においても、心理

的欲求を満たす授業が展開されていることが示唆された。一方で、学校生活全般においても、研究授

業においても、自分の意見を表明したり、自分なりに考えたりするという自律性の欲求に関する面で、

児童生徒の肯定的な回答がやや少なかった。それと並行して、授業において自分の意見をみんなの前

で表明する機会が少ないと児童生徒は捉えていた。次年度には、心理的欲求の経験を保証するという

視点から、授業の具体的な在り方をさらに検討していくことが必要である。 



Ⅴ 成果と課題 

１ １年間の取組を振り返って 

本研究は、本市の児童生徒の現状を踏まえ、主体的に学ぶ意欲（学習意欲・内発的動機づけ）に焦点を当てな

がら教師の指導力の向上を目的として取り組んできた。 

１年間の成果として、以下の点が明らかになり、次年度に向けてのさらなる取組が考えられるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師の共通理解と協同体制 

教師の３つの心理的欲求の意識化 

☆ 教師が、３つの心理的欲求を意識して学習活動を考える際、児童生徒の実態から講じなければならない手立て

が明確になってきている。実際に児童生徒が生き生きと取り組む様子から、教師自身に、以下のような支援が有

効であることを再認識することにつながった。 

 ・ 操作活動、体験活動の導入 

 ・ 自己決定する場や話合いなどの学び合いの設定  

・ 連続性がある課題設定 

・ 家庭学習と授業での学びが相互に生かされる課題設定 

☆ 例えば協同的な学習（話合い・対話）を学習場面に応じて効果的に取り入れるなど授業改善のための具体的な

方策を共通理解し、積極的に授業参観や意見交換を行い、学校全体で協同的に取り組む体制が整ってきている。

そのため、児童生徒の意識と教師の意図とのズレに気付いたり、学ぶ喜びによって主体的に学ぶ意欲が高まった

かを検証したりするなど、指導と評価の一体化が図られ、授業改善へと向かっている。 

 

☆ 学習プロセス＜教材と向き合う→情報を出す（拡散）（自分の意見の表明）→情報をまとめる（学び合い・

収斂）→メタ認知＞の中で、以下の支援に留意して取り組んでいく。 

・ 児童生徒に選択・決定したり、意見を述べたりするなどの機会を確保する。 

・ 児童生徒が考えやすくなるよう課題や情報を精選する。 

・ 児童生徒の「分かりたい」、「できるようになりたい」という切実感や必要感がある課題を共有する。 

  ・ 児童生徒一人一人の言動や反応について価値付けたり、意味付けたり、方向付けたりする適切な助言や 

称賛の言葉をかける。 

・ 振り返りの際に、誰がどのように自分の考えに役に立ったか、あるいは自分が誰の役に立ったのかなど、 

理解度だけでなく、友達とのかかわりと自分の伸びを結び付けられるようにする。 

☆ 主体的に学ぶ意欲の育成には、３つの心理的欲求を満たすような教師の意図的な手立てと同時に、その基盤

となる児童生徒同士の学習集団づくりについても取り組んでいく。 

・ 教師は、視点のおもしろさや発想のよさなど学習内容に関する考えとともに、分からないことを発言で

きる素直さ、友達への思いやりや優しさ、粘り強く取り組む態度など多面的に捉えた言葉かけをすること

で、児童生徒同士の関係性が拡充・深化するよう働きかける。 

自律性の欲求を満たす授業への転換 

☆ 協同的な学習など学び合いの有効性を感じる中で、特に自分なりに考えたり、自分の意見を表明したりする自

律性の欲求を満たす授業の在り方が共通の課題として明らかになってきた。また、１つの欲求を満たすための手

立ては、他の２つの欲求と関係していることも明らかになってきている。自律性の欲求を満たすための手立てを

より明らかにしていくことで、自ずと有能感の欲求や関係性の欲求も満たしていけるものと考える。 

次年度への取組の視点 

 



２ 次年度に向けて 

学校教育法や学習指導要領の改訂で明示されている主体的に学ぶ意欲。これまでも、教師は児童生徒に資質、

能力をつけるとともに、主体的に学んでほしいという願いをもって授業に臨んでいる。そして、教師はその願い

の強さから教え込み、学習内容の定着度や挙手の回数のようなやや形式的結果に関心を向け、その結果を児童生

徒の特質や興味、関心として処理してしまうことも少なからずあった。 

本研究では、児童生徒の心理の専門家からご指導を受け、研究協力校の方々の協力を得ることで、実施するこ

とができた。第Ⅰ章の岡田准教授による提言「今なぜ、主体的に学ぶ意欲を育てる必要があるのか」に記されて

いるように、児童生徒の姿を通して、教師自身の指導の在り方や心理の捉えに原因を求め、授業改善することを

目的としてきた。もちろん、教え込む過程がある時期には必要であること、あるいは外的動機づけもバランスよ

く取り入れることで効果が高まることもあるということはいうまでもない。しかし、教師が、「今はこの力が足り

ない。その力を付けるためには、この学び方（型）を教える。そうすることによって、今後こんなことが児童生

徒の力でできるようになるはずだ。」という見通しをもち、継続的、長期的な目で児童生徒を把握できているかが

大切であり、学習内容のみならず、その過程でのやりとりをも評価し、喜びにつなげられるかが課題として見え

てきた。そのことは、児童生徒の立場から言えば、楽しみ、喜びながら「学び続けることができる力」を身に付

けることになる。このような授業改善のプロセスは、文科省が推進している「カリキュラム・マネジメント」に

あり、実態→計画→実践→評価→修正というＲ－ＰＤＣＡサイクルで、何を通して評価すべきかという視点の一

つとして、「３つの心理的欲求」を示したことになる。「３つの心理的欲求」は、一人一人の児童生徒の実態から

始まっており、学習者の思いをどれだけ指導者がくみ取り、コーディネートできるかにかかっている。それを教

師自身が、分析しながら授業できるようになることで、児童生徒にも自ずと主体的に学ぶ意欲が育ち、基本的な

学力とともに、思考力、判断力、表現力の向上につなげていけるものと考えられる。 

 今年度は、調査研究の第１年次であり、研究授業を通して、授業者、参観者の教員にも「３つの心理的欲求」

を少し意識した授業者の意図と児童生徒の反応を照らし合わせることで、新たな気付きがあった。授業者が意識

していなかった点での児童生徒の反応のよさや意図とは全く違った無反応等、教師集団での討議で課題（ズレ）

が徐々に明らかになってきているところである。つまり、Ｒ－ＰＤＣＡサイクルでいえば、Ｃ（評価）に当たる

段階であろう。今後、見えてきた課題によって修正を行い、さらに実践を重ね、市内の各学校における児童生徒

の主体的に学ぶ意欲の向上とともに、教師の授業力の向上の一助となるよう、なお一層の研究を進めていきたい。 

末筆ながら、本研究の実践にご協力いただいた、高松市立鬼無小学校、高松市立木太南小学校、高松市立塩江

中学校の校長先生をはじめ、研究推進に取り組まれた教員の皆様に深く感謝申しあげるとともに、今後も継続的

な研究となるよう協力をお願いしたい。 
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