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１ はじめに 
教育現場で授業におけるアクティブ・ラーニングの研究や実践が進んでいる。関

連する研修講座が組まれたり、公開授業や実践内容が報告されたりするなど、教育界

の過渡期を感じる。アクティブ・ラーニングという言葉は、平成26年11月20日の中央

教育審議会に対する文部科学大臣の諮問文を皮切りに急速に教育現場に広がった。諮

問文では「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ学習」を「いわゆるアク

ティブ・ラーニング」として示され、先の『言語活動の充実に関する指導事例集 高

等学校版』（平成24年６月刊）に「思考力・判断力・表現力を育むために、例えばこ

んな言語活動で授業改善」の中の例としてアクティブ・ラーニングの具体的なイメー

ジが表現され、従来のディベートやスピーチ、インタビュー、グループ学習などを含

めた、言語活動の充実に向けての取組であると捉えられた。 

発端は大学教育の反省であるとされる。日本の大学の授業の多くは、私の大学時

代もそうであったが、一方的な講義形式が主であり、学生は教壇からの声に耳を傾け、

講義内容を聞き漏らさぬよう気を配るのが一般的である。質問や発表の機会は、特に

ゼミ形式ではあったが、多くは受け身の授業で構成され、そこで得た暗記型の知識を

定期試験で確認するといったものが従来の日本式の大学教育だった。しかしこの形態

では、これからのグローバル化された国際社会で、必要とされる人材を育成できるの

かとの懸念から改革がなされ、連動して高校教育現場にも意識改革の波が押し寄せた。 

 アジアに視野を広げると、2017年６月、英国が発表したアジア大学ランキング

（Times Higher Education:THE）では、国内最高学府の東京大学が順位を大きく下げ７

位、以下、14位京都大学、26位東北大学と続く。一昨年までのランキングでは３年連

続で東大がトップだったが、１位は２年連続シンガポール国立大学だった。また、一

昨年までは19校が100までにランクインしていたが、2017年度は12校止まりだった。 

一例ではあるが、この結果を踏まえても日本の教育界が方向転換を急務とするのは自

然の成り行きであると思われる。これまでの受動的な姿勢に偏りがちな教育現場に向

けて発せられた、諮問文中の「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学ぶ」こ

とは、グローバルな視点に立ち、国際社会にも通用する人材の育成を掲げている。類

を見ない少子高齢化による見通しのつかない日本の未来、急速に人工知能（ＡＩ）化

やグローバル化する国際社会で、柔軟に力強く生き抜くために必要な資質・能力の育

成が、社会に出る前段階での、義務教育や高校・大学教育で求められているのである。 

これらからは、現状に漫然としていては、自らの人生を将来にわたって、より良

く生き抜くことが容易ではないと考えられる。ＡＩの進化や世界のグローバル化が

刻々と進み待ったなしの今、いかなる事態や変化が訪れても、幅広い視野に立ち、自

ら課題を見つけ、柔軟な思考力や発想力を駆使し、より良い解決方法を探り、総合的

な判断を下すことのできる能力の育成が、教育現場に求められている。それは一人ひ

とりにおいては自らを救い自分の人生を切り開いていく力となり、また、これからの

日本社会の問題を解決に導き、国際社会で躍動し続けることのできる日本のリーダー
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の育成に繋がる。 

高校現場でも、恒例の教師が正解を示し、生徒がその知識を記憶する講義・伝達

型の授業形態から、正解の分からない変革著しい世の中で生きていく生徒が、よりよ

い人生を切り開くことのできる能力を育成することが求められる。受動的な講義型授

業に偏らず、情報を収集・分析し、物事を多面的に捉え、真偽を見極めたり、様々な

可能性を見通して適切な解決方法を導き出したり、他者と対話や協働することで新し

いアイデアを生み出すといった、今後の実社会で実践的に活かせる能力の育成に、て

こ入れが必要なのである。 

 

２ 研究主題について 
 実社会・実生活で活かせる能力のうち、国語科が担う主体的な表現力の育成は、生

徒が今後いかに実社会やグローバル化された世界と関わり、よりよい人生を送ること

ができるかに色濃く影響すると思われる。社会生活で有効に機能する言語活動のスキ

ルを学んだり、表現活動を体験したりする授業展開の中で、「話すこと・聞くこと」

や「書くこと」の能力を育成し、生徒の将来をより豊かで可能性のあるものにしたい。 

 国語科は「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」及び〔伝統的な言語文

化と国語の特質に関する事項〕の３領域１事項の学習を通して言語能力の向上を目指

す教科であるが、これまでは、長く教師の講義や説明が中心の授業展開であり、「グ

ループで話し合い、考えなどをまとめる授業」や「自分で課題を選択し、調べたこと

や考えたことに基づいて、レポートを書いたり発表したりする授業」に対する教師側

の意識が低かったことを否めない。大学受験に焦点を合わせた教育では、教師の授業

のペースに従い教科書の教材を読み進めたり、定番の問題を数多く解いたりと、知識

の蓄積と復習が優先された。 

 授業で学んだ内容をどれだけ記憶しているかをピラミッド型で分かりやすく示した

図（ラーニング・ピラミッド）は、アメリカの研究ではあるが、講義中心の授業形態

が生徒の血となり肉となる教育の主眼から迂回していることを示唆している。受動的

な授業は定着率が低く、講義を聞いただけの授業ではわずか５％なのに対して、グ

ループ討論は50％、自らの体験75％、

他者に教える90％と、生徒自身が主体

的に関わることで定着率は上昇する。

頭の中での思考にとどまらず、生徒が

学習内容を表出したり、身体活動も含

めた表現としてアウトプットしたりす

ることで、教師に教えられたという認

識から、教えられながら自ら考えやり

遂げたという感情が湧き、自己肯定感

や自信に繋がることは容易に推察でき
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る。他者の誘導に頼り主体性のないまま目標を達成した場合と、他者の力を借りなが

らも、自らが主体的に関わり試行錯誤しながら目標を達成することができたと認識す

る場合とでは、同じゴールに辿り着いたように見えて、その過程に起こる、内面での

躍動感のある経験が残す印象の深さや強さに違いが生じることも頷ける。 

では、定時制高校である本校の生徒の実態はどうだろうか。１はじめに でグロー

バルな視点から教育界の変革を捉えたが、本校を振り返ると、生徒の実態とは別次元

の話で大風呂敷を広げる感がする。なぜなら本校のような定時制高校では、それまで

の小・中学校時代で通常想像されるような、毎日普通に登校し集団で授業を受けると

いった、一般的な学校生活を送ってきた生徒がおよそ半数であるからだ。小・中学校

での不登校経験者、登校できていても何らかの問題があり教室に入ることがままなら

なかった生徒、前籍校でトラブルを抱え転・編入してきた生徒など、ラーニング・ピ

ラミッドの頂点にある、定着率５％の講義形式の授業でさえも、まともに経験してい

ないという実態がある。 

多くの生徒が、周りにいる同級生たちと同じような、普通の学校生活を送ること

ができなかったという劣等感や挫折を感じつつ成長し、高校でもうまくやれるかどう

か自信のないまま、不安や緊張を抱えながらも、再起を目指して本校に入学してきて

いる。従って学校生活においても、学力面や社会性、コミュニケーション力などを必

要とする様々な場面で臆する傾向にある。表現の主体である自分への評価が低く、語

る内容も技術も持ち合わせていないという自己認識が垣間見え、自己表現は彼らに

とって苦手な領域だと推察する。実社会に出たとき、そういった個々の事情を周囲が

容認し、柔軟に対応してくれることもあるが、就職した生徒が厳しい現実に遭遇する

場面も多い。自分の考えていることや困り感などを、周囲の誰かに相談するコミュニ

ケーション能力や、考えたり感じたりしていることを、周囲に理解してもらえるよう

に発信することができる言語能力や表現力は、卒業後、生徒が実社会でより良く生き

ていく上での大きな助けとなるはずである。 

そこで本研究では、発表活動として、自己の興味・関心と向き合いながら情報の

収集や選択をしてまとめ、他者と協力して伝えたい内容を工夫して分かりやすく発表

し、発表内容を相互評価することで客観的視点を持つ内容を、文章表現活動では、自

分の考えを筋道立てて文章で表現し、学校外へ発信する内容での授業展開を試みた。

講義型の授業から離れ、目標の達成に向けて、生徒の内発的動機付けを基に主体的・

能動的に取り組むこととし、他者とのコミュニケーションを図りながら授業を進めた

り、他者を評価することで、角度を変えた視点に気づいたり自分と比較したりしなが

ら、客観的な見方やメタ認知的思考に繋がる経験にもなればと思う。 

授業後の生徒像としては、他者と協働して情報を収集し、取捨選択したりまとめ

たりする活動を通して、生徒のコミュニケーション能力や思考力が身につき、自分た

ちが何を理解しているのか、理解したことやできることをどのように使い、聞き手に

伝わるようにどのように表現するのかを工夫できたり、客観的な視点から問題点を見
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つけたりできる姿である。 

 

３ 実践の概要 
 ３年生選択科目「国語総合③」を受講する生徒を対象とした。定時制である本校に

入学する生徒は、小・中学校時代に不登校であったり、他者とのコミュニケーション

に問題を抱えていたりする生徒も多く、目立つことや人前で表現することに苦手意識

を持っていると感じる。授業では、アクティブ・ラーニングの中心を担う「言語活動｣

である、思考し判断し表現する一連の活動のうち、生徒が苦手とする表現活動部分に

焦点を当てて取り組む。 

集団生活や人間関係作りの再チャレンジを目指して入学し、様々な経験を積んで３

年生を迎えた生徒は、自分で考えて判断した内容を表現することの難しさや重要性を

体感してきていると思われる。このような生徒の特性を踏まえながら、生徒が主体的・

能動的に課題に向き合えるようにするために、頭の中をアクティブに、そして身体的

な実感を伴うことを意図した活動を取り入れる。ここでは実社会に近い卒業学年の３

年生を対象に、思考力や表現力、コミュニケーション力を育成する過程として（1)イ

ンタビュー（2)プレゼンテーション（3)新聞投稿 の３ステップの授業を計画した。 

（1)インタビューはグループ活動や表現活動に対して苦手意識を持つ生徒への慣ら

し段階と考えた。（2)プレゼンテーションは、情報収集と資料作りからグループ発表

と相互評価までとし、最も内容豊富で生徒が緊張すると想像される、人前での発表を

含む。（3)新聞投稿は、学校外の読み手へ発信することを念頭に、表現を工夫し自分

の考えを分かりやすく文章にまとめる。（1)と(2)は、生徒同士の人間関係に注意を払

いながら、グループ内で協働する活動を中心に進めた。また(1)～(3)を通して、生徒

の興味・関心を尊重し、講義型の一斉授業とは異なる、生徒が主体的・能動的に関わ

る活動を取り入れた授業展開とした。 

  

(1) インタビュー内容を壁新聞にまとめる。 

【目標】 読み手に伝わるように表現を工夫しよう。 

① インタビューし、そこから伝えたい内容を壁新聞にまとめる。 

２～３人のグループに分かれて話し合い、壁新聞で紹介する先生を決める。

先生についてグループで思いつく材料を書き出し、材料を使って、「先生は～で

ある。」形式の文を３つ書く。休憩時間や放課後を利用して３つの内容を中心に

先生にインタビューし、それぞれに説明する事柄や理由を加えインタビュー内

容をワークシートにまとめた。 

 ② 新聞記事の基本的なレイアウト（割付）を学ぶ。 

見た目にバランスが取れて安定感のある紙面を作るためには、内容の力点の

配置の仕方、紙面上のどこを目立つポイントにするかが重要になる。この力点

の配置の仕方の基本として、力点２本の直線がＸ字型に交差しているＸ型、力
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点をＹ字型に配置するＹ型、力点をＴ字型

に配置するＴ型を紹介した。それらを参考

に読みやすい紙面作りについて話し合い割

付をワークシートに下書きした。 

 ③ 効果的な見出しの付け方を学ぶ。 

見出しの表現を工夫したり、大きさ、位

置を変えたりすることで、記事の重要性を

読者に伝えられること、記事の種類や内容

の要点を一目で読者に分からせたり、読者

を引きつけたりできることを学ぶ。学ん

だ内容を参考に、表現や配置などを工夫し

て、より効果的な見出しをつけられるよう

グループで話し合い、ワークシートに記入

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 壁新聞を掲示する。 

グループで話し合い、効果的な見出しや分かりやすい文章表現を工夫しなが

ら壁新聞を仕上げ、文化祭展示コーナーに掲示した。表現することに不慣れな

生徒に、まずは自分たちでまとめた情報を他者に発信する経験を持たせた。 

 

(2) プレゼンテーション 

【目標】 聞き手への情報提供や説明において、自分たちの意図や考えに共感してもら

（割付） 

（ 悪い ）見本 

就職希望者全員決定 

（ 良い ）見本 

就職、全員が決まる 

【見出し例】 

  

（見出しの下書き） 

（掲示した壁新聞） 
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い自分たちの提案を受け入れてもらえるように、グループ内での話し合い、表

現を工夫してまとめ、発表しよう。 

① プレゼンテーションの基本を学ぶ。 

企画の提案や宣伝を目的とするプレゼンテーションでは、何を強調したいか

を考えて内容や構成を考えると効果的である。そこで、授業で車の宣伝文を示

し、宣伝文から最も強調したいこと（アピール・ポイント）を抜き出させた。

次にアピール・ポイントを補強するための材料（具体的事例）が挙げられてい

る箇所を探し、箇条書きにまとめさせた。 

② プレゼンテーション発表会までの流れを説明する。 

今回は修学旅行の行き先候補について調べたものをまとめ、プレゼンテー

ション発表会を開くこと、発表会では相互評価用紙を配付し、一人ひとりが他

グループの発表を評価する、という授業展開について説明した。修学旅行の行

き先候補を生徒に自由に挙げさせ、10箇所以上の中から、発表内容が比較でき

るように国内の京都、海外のフランスの２択に絞った。 

③ グループごとにテーマを決める。 

同じ行き先を選んだ生徒で２～３人のグループを作り、話し合いで修学旅行

のテーマについて決めること、テーマについてのアピール・ポイントを２点、

ワークシートに具体的に書くように伝えた。図書室の本やインターネットを

使って調べた情報から、グループで紹介したいテーマ、例えば、京都の歴史・

京都の食・フランスの建物を知るなどを決め、ワークシートに記入した。 

④ プレゼンテーションに向けた資料を作る。 

図書室に移動し、グループ活動の時

間とした。テーマに沿って資料を集め

たり見出しや文章表現を考えたりと、

それぞれのグループが自主的にプレゼ

ン資料作りに取り組んだ。壁新聞作り

を経験していたため、生徒も幾分慣れ

てきた様子で、質問形式やランキング

形式など、グループごとに思い思いの

発想で紙面を埋めたり、発表原稿を考

えたりしていた。 

教師側は生徒任せにならないように、資料探しの手助けをしたり、文章表現

をアドバイスしたり、質問に答えたり、カラーペンや定規を揃えたりするなど、

生徒の自主的活動を見守りながら、各グループや個人に対して方法や手立てを

示した。方向性が決まらず模造紙に書き込むまでに迷ったり、発表原稿作成で

悩んでいるグループには、何を主軸に伝えたいのか、どういう表現方法で伝え

たいのかを聞き出し、情報の取捨選択を助言したりやレイアウトの参考例を示

（資料作成の様子） 
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してアドバイスしたり、発表内容の表現

を添削したりした。 

紙面の配置など、こうすればと感じる

部分もあったが、教師が前面に出ないよ

うに心掛け、グループそれぞれの興味・

関心を基に調べ、伝えたいと思った内容

をグループで協議し、生徒が考えたプラ

ンでまとめ、プレゼンで発信する、生徒

の内発的動機付けからずれないものとな

るようにした。グループ内の役割分担も

教師側からは指示しなかった。それぞれのグループでメンバーの得手不得手や

作業の進行具合を話し合い、折り合いを付けながら進めるうちに、見出しを書

く者、発表原稿を考える者、挿絵を描く者、リーダー的な指示を出す者などの

役割が生まれ、協働してテーマに沿ったプレゼンテーションを仕上げようとし

ていた。 

⑤ プレゼンテーション発表会と相互評価。 

プレゼンテーション時間は１グループ５分以上とし、タイマーを教卓に置き、

時間配分を登壇者自身が目視できるようにした。５分という時間を設定するこ

とで、人前で発表することに慣れていない生徒に、与えられた時間内はグルー

プで協力し発表時間を埋めなければならないという意識を持たせた。進行役は

教員がした。 

グループ全員が登壇しタイ

マーを押してから一礼してプレ

ゼン開始、５分経過後は自由な

タイミングで発表を終え、終わ

りの一礼をしてタイマーを押し、

発表時間をグループで確認する

手順とした。 

結果、準備した原稿を読み

切ってしまうグループや、計画

通りの順序で話せなかったり、

台詞を忘れてしまったりした場

面もあったが、急遽質問コー

ナーを設け質疑応答が始まるな

ど、工夫して時間を調整しなが

ら進行していた。発表者が原稿

を見がちであったり、声が聞こ

（発表原稿作り） 
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えにくかったりと、改善点を挙げ

ればきりが無い。それでも聞く側

の生徒は、発表者の伝えたい内容

に興味を持って耳を傾け、時に合

いの手を入れたり、発表者の問い

かけに笑顔で答えたりしながら進

み、発表後は自然に拍手が起こっ

た。緊張感を持ち登壇する発表者

と傾聴する生徒が助け合い、双方が流動的なバランスを取りながら進む発表会

に感じられた。 

照れながら伏し目がちに話す生徒もいたが、15分以上発表したグループもあ

り、相互評価の感想欄には、普段とは違い自分たちで考えた内容を伝える授業

に面白さを感じたと記入している生徒もいた。人前に立つのが苦手で壇上に上

がれなかった生徒もいたが、相互評価用紙には全員記入できた。  

 

次に、評価については、【発表態度３項目・発表内容２項目】の簡単な相互評価用

紙を配付した。登壇したグループに対して適切な評価や良いアドバイスを記入できる

よう、事前に、聞く側の態度も大切であることを説明し、各グループの発表が終わる

ごとに記入させた。相互評価用紙の傍線部はアドバイス、囲み部分は良い点である。

聞く側も傾聴姿勢で臨めたことがうかがえる。 

【紙面で良かった点】 

・紙面がごちゃごちゃしていない。 

・タイトルが見やすい。 

・カラフル。 

・詳しく調べられている。 

・役立つ情報がある。 

・具体的に書いている。 

・豆知識がある。 

・多方面から調べていた。 

・挿絵が良かった。 

【発表面で良かった点】 

・時間配分が良かった。 

・声が大きく聞き易かっ

た。 

・アドリブが良かった。 

・所々ユーモアがあった。 

・堂々としていた。 
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・別の紙や吹き出しを

用意して工夫してい

た。 

・語りかけてくるスタ

イルが良かった。 

【アドバイス】 

・棒読みの部分が気に

なった。 

・敬語が間違っていた

のが残念。 

・資料の端と発表者が、

かぶって残念だった。 

・腰に手を当てて話す

のはあまりいい印象

を与えない。 

・原稿を見すぎだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 修学旅行先の候補として、５チームが国内の京都を、２グループが海外のフランス

を選択した。各グループの発表について、総合評価をＡＢＣの３段階でつけさせた結

果、Ｃ評価は０人、京都選択グループに対して約７割、フランス選択グループに対し

て約８割がＡ評価であった。これは京都を選択した班が多く、他のグループと比較で

きたことから良い面と悪い面が慎重に判断できたためと考えられる。また、身近な京

都への知識を持ち合わせていたり関心が高かったりしたために、冷静な評価に落ち着

いたとも考えられる。 

プレゼン資料も発表態度も未熟で、模範的なモデルがあるとすればきっとほど遠

いものであるだろう。だが、研究主題や実践の概要で触れた通り、生徒の実態に合わ

せながら進めること、教師主導にならないこと、発表まで漕ぎ着けることを念頭に生
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徒の主体的・能動的な表現活動を後押しした。相互評価に記入された生徒のアドバイ

スのうち、棒読み、原稿の見過ぎなどについては、発表前に注意事項として説明して

いたが、発表例として映像を見せるなど、もう少し事前に手入れできたと思う。また、

各グループの発表原稿を充分チェックすることで、敬語の使い方などもアドバイスで

きたと思うが、本番のアドリブもあり、気がついた点は事後の指導で補った。 

今回は、各グループ発表後の相互評価用紙記入を５分程度とし、発表内容に対す

るコメントも、簡潔に書くように指示した。相互評価に重点を置く場合は、評価項目

を増やしたり振り返りの時間を充分取ったりするなどすれば、より深まりのあるコメ

ントや、詳細なアドバイスが得られると思う。 

 

(3) 新聞投稿 

【目標】自分の意見や考えを正確に理解してもらえるよう、表現を工夫し文章にまと

めよう。 

 (1)(2)の、他者と関わりながら作業や発表を進める授業形態から、(3)新聞投稿

は一人ひとりの内面的な思考の深化を目標とし

た。自分の過去を振り返ったり、社会問題に目

を向けたりして、一人ひとりが表出したいと感

じるテーマを選択し、自分の意見や考えをまと

め、読み手に正確に伝わるように表現を吟味し、

学校外に発信する。 

投稿する作文のテーマは、生徒の内面から発

するものであれば自由とし、400字程度という

制限から、３段落ないし４段落構成とした。文

章化するに当たって、自分の考えを整理して、

分かりやすいように内容を組み立てて伝えるこ

と、具体的な経験やエピソードを入れるなどし

て、臨場感のある文章にすること、筋道を立て

て論理的に考える視点を持つこと、出だしと結

論に留意し、文章に一貫性を持たせることを伝

えた。 

 実際の文章作成過程では、自分の伝えたい内

容を、適切に表現できる語彙の選択に試行錯誤しながら、より正確な表現へと近

づいていくと思うが、これまでの学習状況から語彙の選択肢が少ない生徒も多く、

全員に電子辞書を持たせ、自分の考えを正確に伝えられる言葉選びに活用するよ

う指示した。 

地方新聞の読者投稿欄に受講生徒の作文を送った。掲載された４名のうち３名

の作文①～③を紹介する。 

実
体
験 

（作文①） 
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①は、実体験をもとにＳＮＳに対する自分

の考えをまとめたものである。若者世代を

中心に急速に広まったＳＮＳに、大人社会

が未熟な管理体制や危険性を指摘する風潮

に対して、居場所を見失った自分が、

「ネットのつながりは居場所そのもの」に

辿り着き救われたので、満更でもないと反

論する。②は自分の成長過程を振り返り、

アルバイト経験を積むにつれて、マスクを

必要としなくなった内面の変化を辿る。

「声も性格も何もかも大嫌い」な自分が、

アルバイトで徐々に声を出せるようになり

褒められることで、自分の「小さな成長」

を「とてもうれしく」感じるようになり、

「少し自分が好きになった」と自己肯定に

至る。ここでマスクが象徴的に表現されて

いる。①②どちらも実体験を例に、自分の

考えを整理し分かりやすくまとめている。 

 次に③は気になったニュースからし

つけと虐待の境界に迫ろうとした内容

で、両者の境界を「その一瞬に愛があ

るかどうかではないか」としている。

「愛」という抽象概念の有無で、しつけ

か虐待かが分かれるとするが、「愛」の

有無を立証するための筋道立てた論理

的な思考は見当たらない。自分が「悪

いことをしてたたかれた」経験を挙げ、

「虐待ではない」とし、虐待の判断を

「日常的に起こっていたら」「心身が傷

つけば？」「本人がそう感じたら？」と

逡巡するままに表現し、「いつも考えて

しまう」と戸惑う。自らの経験が虐待

でなかった根拠や（恐らくそこに愛を

感じたからなのであろうが）、虐待行為

への論理的な見解がないため、説得力に欠ける印象を与える。ここでは、情緒的

要素が複雑に絡む虐待という問題に対して、想像力や直感力を働かせ、両者の境

界を「愛の有無」と定義するが、生徒自身も根拠や論証の欠如に自覚があるのか、

（作文②） 

実
体
験 

 

成
長 

想
像
的
・
直
感
的
な
考
え 

（作文③） 

《
結
論
に
至
ら
ず
》 
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「個人的な意見」「稚拙な考えかもしれない」と客観視し、「これからも向き合って

いかなければならない」とする。問題提起に対し、一個人の直感や想像力での見

解が述べられ、真偽の程や読み手の批判などの脆さを拭えない文章である。だが

それを認識した上で、出産を年齢的に自分に身近なものとして捉え、継続して向

き合っていこうとする真摯な姿勢で結ばれており、テーマを自分に引き寄せて考

えることができている。 

 ３つの作文を紹介したが、掲載されなかった生徒についても、一人ひとりが自

分の考えを表出する意思を持って文章を組み立て、他者の理解度を意識しながら、

思いを基に構想したり主体的に自己の考えを形成し表現したりして、自発的に文

章をまとめる時間を持てた。 

これまでのような講義型の受動的な授業で、情報量を増やし細かい知識を膨大

に記憶したとしても、実社会では、その役割を得意とするＡＩが待っている。今

後求められるのは、情報を嗅ぎ分け、客観的に分析し、多面的に物事を捉え、自

分なりの解決方法を模索し、論理的な表現力を駆使して、分かりやすく正確に伝

えようとする意思と、その能力を備えた人間であろう。また、「書く」ことは急速

に身近になりグローバル化した。今や誰もが、いつでも手軽にブログやＳＮＳな

どに「書く」ことで世界に発信できるし、不特定多数の読み手に伝えることが可

能である。論理的な考えを基に「書く」力が、日常的に評価される時代とも言え

る。生徒を取り巻く環境の推移に応じて、どのように社会や世界と関わりよりよ

い人生を送るかも変化する。生活の根幹をなす国語教育も時代の流れに応じた改

革が求められている。 

 

４ 成果と今後の課題 
本研究では、目の前の生徒の実態を踏まえた上で、生徒の身体的実感を伴う表現

活動を取り入れた授業実践において、協働性や自主性、思考力の育成を目的とした。

アクティブ・ラーニングに基づく授業改善はそれぞれの学校にそれぞれのやり方があ

り、本校において、生徒が主体的に取り組む授業で、彼らの資質や能力をどこまで伸

ばしていくことができるのか。小・中学校で、毎日の授業を受けていない生徒の個々

の実態を見極め、彼らの現在のコミュニケーション能力や国語力などから逸れて、教

員側の独りよがりに陥らないよう、生徒自身の主体的な思考を軸に、実態に即して少

しずつ能力の伸長が図れるような課題や挑戦を設けた。 

インタビューでは、生徒自ら先生方の話を聞きに行き文章にまとめた。先生方と

積極的に触れ合うことで、他者の意見を取り入れ、他者を理解しようとする内面的成

長ができたのではないだろうか。校内の人間関係は、やがて実社会という広い世界に

発展し、周囲の人と関係を築く足がかりになるものと思われる。次にプレゼンテー

ションでは、他者と協力して必要な情報をとりまとめ、聞き手に自己の考えを伝える

表現力を育成できる良い機会となった。照れや緊張から恥ずかしがる生徒もいたが、



 

65 

声を出すという身体的実感を伴う活動により、表現する力の育成と心の伸長が図られ

たのではないか。新聞投稿では、自分の考えを整理し、読み手に正確に理解してもら

えるように組み立てる過程で、論理的な思考力や文章力が養われたのではないか。全

体を通して、徐々に表現活動に対する興味・関心が高まり、協働への意識が育まれ、

自己表現することに臆せず取り組もうとする生徒が増えた。 

生徒が自己表現しようとするハードルは低くなったが、課題も残る。アクティ

ブ・ラーニングでは深い学びが重要であるが、今回の協働学習や表現活動の中で、深

い学びがどのように得られたのかを確かめることができていない。アクティブな活動

が学びの深化に作用し、生徒がいかに深い学びを実感できるかが課題である。例えば、

プレゼンテーションの発表態度や発表内容において、具体的にこのような表現方法や

文章表現を身につけることができた、今後この思考方法や発想力を活かせそうだ、と

いったコメントが評価用紙に書けるよう、スピーチやディベートなどの授業も取り入

れて考えたい。 

再度、これからの日本の社会に目を向けると、2015年12月、野村総合研究所の未

来創発センターは、日本の労働人口の49％がＡＩやロボットなどで代替可能になると

いう試算を公表している。ＡＩを中心としたテクノロジーが雇用を奪う社会が訪れ、

将来、多くの職場で同僚としてＡＩと働く可能性がある。また、日本の人口減による

労働力不足問題も、ＡＩやロボット技術の活用によって生産性を高めることで、補う

ことになると考えられる。人間の労働が機械に代替されていく今後、創造的な発想力

や場の空気を理解した上で、適切にコミュニケーションする能力など、ＡＩが不得意

としている能力の育成は、生徒のより良い人生への橋渡しとなる。 

本校の卒業生の就職先にも、「消える仕事」、即ちＡＩが担うであろう分野が散見

される。今後も本校の生徒の実態を踏まえつつ、生徒が何をどのように学び、何がで

きるようになったかを実感でき、身についた知識や能力を使い社会との関わりながら

よりよく生きる道を模索していける能力を身につけられるよう、生徒自身が内面や身

体に躍動を感じられる主体的・能動的な授業展開が求められるだろう。 

国語の授業においても、他者と対話したり協働したりしながら、論理的に考え新

しいアイデアや納得できる道を模索できたり、相手の状況に応じて角度を変えて考え

たり、自分を対象化して考えられたり、直感力や批判的思考力を働かせたりなど、多

角的な視野を持つことのできる人間を育成できる授業や、ＡＩが持ち得ない人間の価

値を育成できるような場と仕掛けを設け、生徒が自分の人生を自分の能力で切り開い

ていける能力を育成できる授業、解くべき価値のある問題を見つけることのできる資

質や能力を育成できる授業など、時代に即した展開が求められている。 


