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～大分県版～
（１）新大分スタンダードの視点から

（２）県内中学生の姿、声から

（３）県立高校入試の側面から

（４）今後の共通した実践について

（５）今後の自らの実践について

（６）その他
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大分県教育庁義務教育課



深い学びを実現する授業改善

主体的、対話的 で深い学び

新学習指導要領では



新大分スタンダード

＊問いの発見・解決、自己の考えの形成・表現、思いに基づく構想・創造
＊様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業

１ １時間完結型

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」

2 板書の構造化

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書

３ 習熟の程度に応じた指導

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開

各教科の見方・考え方を働かせて展開する「課題設定⇒情報収集⇒整理分析⇒
まとめ・発信・交流⇒振り返り・評価」等の学習過程の中で行われる

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

主体的・対話的で深い学びを創造する学習展開

新大分スタンダードで
主体的・対話的で深い学びを！

安心して学べる「学びに向かう学習集団」



振り返り

課題（何が～か？、どのように～か？）

まとめ（課題に対する答え）

めあて（～しよう） （手立て・見通し）

呼
応
関
係

呼
応
関
係

活 動

（活動の振り返り）

学びのプロセスを振り返る

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

（活動のめあて）



「絆づくりの場」
となる学校

「心の居場所」
となる学校

いじめや不登校の起こらない学校

誰にとっても

安全安心な学校づくり

魅力ある学校づくり調査研究事業
～いじめ、不登校の未然防止～

生徒指導の３機能を意識した
主体的・対話的で深い学びを創造する学習展開



キーワードは・・・
全ての教職員による、
全ての児童生徒を
対象とした取組

つまり

授業中の居場所づくり、
授業における絆づくり

を通した

授業改善

生徒指導の３機能を意識した
主体的・対話的で深い学びを創造する学習展開



「学び合い学習」
班学習・ペア学習

「一人一発言・一表現授業」



意識調査全国共通項目結果

調 査
実 施
時 期

ア．学校が楽しい
［％］

イ.みんなで何かを
するのは楽しい

［％］

ウ.授業に主体的に
取り組んでいる［％］

エ.授業がよくわかる
［％］

1 2 3 4 1 2 3 4 １
（全国） 1 2 3 4 １

（全国） 1 2 3 4

Ａ
中
学
校

２６ ３月 52 38 7 3 65 28 6 1 27 19 46 30 5 19 14 44 33 9

７月 61 28 7 3 70 24 5 1 32 26 48 22 4 26 25 47 23 5

１２月 71 23 4 2 82 15 2 1 33 44 43 11 2 24 45 39 13 3

２７ ３月 69 25 5 1 79 16 4 1 － 41 45 13 1 － 42 39 17 2

１：当てはまる ２：だいたい当てはまる ３：あまり当てはまらない ４：まったく当てはまらない

学びに向かう生徒

生徒指導の３機能を意識した
主体的・対話的で深い学びを創造する学習展開



「１：そう思う」の理由 割合［％］

ウ.授業に主体的に
取り組んでいる。

しっかり聞く

自分の意見を持つ
70

学び合い学習
（ ペア・班 ） 57

一発言・一表現授業 45

その他 0

エ.授業が
よくわかる。

説明が分かる 79

学び合い学習
（ ペア・班 ） 62

一発言・一表現授業 39

その他 0

協働的な学びの有効性

生徒指導の３機能を意識した
主体的・対話的で深い学びを創造する学習展開



読書

講義

視聴覚教材

実演・実技

グループ討論

体験学習

他人に教えた経験

伝統的学習法

チーム学習法

受動的

能動的 ■ 平均学習定着率から見ると、講義は５％の影響しかない。
■ 学習者同士が教え合う Teaching Others は、非常に有効。
■ グループ活動でチーム活動力をつける。
■ 体験を通すことで理解が深まる。
■ 他人に教えることは周辺をも含めた深い理解が必要。

出典：「National Training Laboratories」

学習定着率「ラーニングピラミッド」

相互の教え合い



Ｈ２８年度「科学の甲子園ジュニア全国大会」



Ｈ２８年度全国大会準優勝
【単独校チームでは、最上位】



年度 学 校 チーム 生 徒 備 考

Ｈ２５ ４ １２ ７２
［市町村立］：大分市立明野中（２） 大分市立原川中（１）

［国立］ ：大分大学附属中（１） ［県立］：大分豊府中（８）

Ｈ２６ ３ １１ ６０
［市町村立］：大分市立城東中（３）

［国立］ ：大分大学附属中（２） ［県立］：大分豊府中（６）

Ｈ２７ ６ ２０ １２０
［市町村立］：大分市立明野中（４） 大分市立碩田中（１）

［国立］ ：大分大学附属中（４） ［県立］：大分豊府中（７）

［私立］ ：向陽中（３） 岩田中（１）

Ｈ２８ ８

１１

１５

２２

９０

１３２

［市町村立］：大分市立明野中（２） 大分市立碩田中（１）

大分市立判田中（１） 大分市立稙田南中（１）

日田市立東部中（１）

［国立］ ：附属中（３） ［県立］：大分豊府中（３） ［私立］：向陽中（３）

［市町村立］：大分市立明野中（２） 大分市立碩田学園（２）

大分市立判田中（２） 大分市立稙田南中（２）

大分市立大東中（１） 大分市立大在中（１）

日田市立三隈中（３） 日田市立東部中（１）

［国立］：附属中（３） ［県立］：大分豊府中（２） ［私立］：向陽中（３）

未知の分野に挑戦する探究心（１次予選参加状況）

Ｈ２９



市町村立学校の躍進（２次予選進出状況）
年度 学 校 チーム 市町村立

の割合
備 考

Ｈ２５ ２ ６ ０％
［国立］：大分大学教育福祉科学部附属中（１）

［県立］：大分豊府中（５）

Ｈ２６ ２ ６ ０％
［国立］：大分大学教育福祉科学部附属中（２）

［県立］：大分豊府中（４）

Ｈ２７ ４ ６ ０％
［国立］：大分大学教育福祉科学部附属中（２）

［県立］：大分豊府中（１）

［私立］：向陽中（２） 岩田中（１）

Ｈ２８

Ｈ２９

５

６

９

８

４０％

６７％

［市町村立］：大分市立明野中（１） 大分市立稙田南中（１）

［国立］：大分大学教育学部附属中（３）

［県立］：大分豊府中（１）

［私立］：向陽中（３）

［市町村立］：大分市立明野中（１） 大分市立碩田学園（１）

大分市立大東中（１） 日田市立東部中（１）

［国立］：大分大学教育学部附属中（３）

［私立］：向陽中（２）



県内中学生の姿、声から

学校で解くことがないような問題で、よ
い経験になったし、自分の実力を知るこ
とができた。自分が苦手な分野が分かっ
たので、今後の学習に生かしていきたい

と思っている。



県内中学生の姿、声から

今まで、見たことがなかった振り子の問題を見
て、身の回りには僕たちの知らない未知の世界が
広がっていることが分かりました。他の学校との
交流やエキシビションも面白く、とても良い経験
になりました。この大会で学んだことをこれから

の将来や大学へ生かしていきたいです。



県内中学生の姿、声から
（向陽中、大東中に共通すること）

「学びに向かう力」
・自主的な事前学習

「協働的問題解決の日常的な経験」
・長期休業中のレポート作成
・ホワイトボードを各教室に準備



県立高校入試問題の側面から



「知」の転換による
授業に向かう教師の構えの進化

「内容知」
どれだけ知っているか

「方法知」
どのようにして解決するか

から



今後の共通実践
理科室掲示用

比較する ＡとＢの結果を比べると・・・
〇共通点 ～な共通点が・・・
〇差異点 ～な違いが・・・

関係付ける ＡとＢの結果（事実）
をつなげると・・・

分類する グループに分けると・・・

推測する ～だから、・・・と考えられる

選択する ～だから、・・・を選んだ

具体的に 例えば（具体的には）・・・

多面的に 他の視点から考えると・・・

批判的に 本当にそう言えるか

総合的に つまり（まとめると）・・・



今後の共通実践
（理科学習の進め方）ノート貼付用 （理科の考え方）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

力をつける理科学習の進め方（例）【中学校用】 

 
① 生活経験や学習したことを 

結びつけて考える 
 

② ・結果の見通しを持つ 

・何と何を比べて 

考えるのかはっきりさせる 

・使う材料やその数量を考える 

・そろえる条件を考える 
 

③ ・事実をもとにして考える 

・何回も繰り返し調べる 

・ものや方法を変えて調べる 

・仲間と交流して 

多くのデータを得る 

 

④ ・調べた事実と考えを発表する 

・ノートや実物で分かりやすく話す 

・課題に対する答えを書く 

 

 

⑤ ・どんな考え、手立てを使って 

課題を解決したかを書く 

・予想と比べて考えが 

変わったことを書く 

・仲間の発言から 

学んだことを書く 

① 課題づくり あれ、おかしいぞ。 

②予想・課題解決の見通し 

③観察･実験 

④全体交流 

・〇〇が～するのは、△△が 

問題だからじゃないか？ 

・〇〇を使って、～すれば 

きっと△△になるだろう。 

・条件や材料を変えても 

・何度やっても 

・予想と比べて 

・問題に立ち返って 

・〇〇と交流しても 

はじめは～と思っていたけれど、 

 ・〇〇の意見を聞いて 

 ・～という結果から考えると 

ということが分かった。 

⑤振り返り 

〇〇が分かったのは、 

 ・～という考え方で 

取り組んできたからだ。 

・～という方法を正しく 

行ってきたからだ。 

やっぱり    それなら 
 

なるほど    そう言えば 

理科学習活動の流れ 

 

 

やっぱりそうだ 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

理科の考え方（例）【中学校用】 

比べることで、問題や規則性を 

見つけたりすることができる。 

比較する 

何と何を（形、色、大きさ、長さ等） 

・〇〇と△△を 

・〇〇した時と△△した時を 

・今の様子と前の様子を 

※自分の結果が出たら 

 ・自分の結果と仲間の結果を 

関係付ける

条件を揃える 関係付ける 

条件をそろえて 

 

基 本 型 
 
条件Ａ 
 
条件Ｂ 
 
条件Ｃ 

つないで 

 学んだこと    前の～の学習で 
 
 日常生活と    こんな経験から 

多面的に見る 

事実Ａ   事実Ｂ   事実Ｃ 

確かな結論 

事実と事実をつないで考えること

で、よりはっきりした結論が出る。 

・どの結果からも同じことが言える。 
・これらの事実から、〇〇ということ 

が言えそうだ。 

つなげて考えることで、何が原因

なのかについて、予想できる。 

実験１～３の結果から、Ａ，Ｂ，Ｃで

関係しているものが分かる。 

実験１ 
 条件Ａのみ変える 

実験３ 
 条件Ｃのみ変える 

実験２ 
 条件Ｂのみ変える 

たくさんの事実があると、より確か

に問題を解決できる。 

共通の実験 

方法を変えて 
・他の調べ方でも同じことが言えるか 

材料を変えて 
・他のものを使ったらどうか 

同
じ
結
論 



今後の自らの実践
～めあての達成、課題解決の見直しに活用～

授業改善を図る具体的視点例

「主体的な学び」 「対話的な学び」 「深い学び」

○自然の事物・現象から問題を見いだ

し、見通しをもって課題や仮説の設定

や観察・実験の計画を立案したりする

学習となっているか。

○観察・実験の結果を分析・解釈して、

仮説の妥当性を検討したり、全体を振

り返って改善策を考えたりしている

か。

○得られた知識や技能を基に、次の課題

を発見したり、新たな視点で自然の事

物・現象を把握したりしているか。

○あらかじめ個人で考え、その後、意

見交換したり、科学的な根拠を基づ

いて議論したりして、自分の考えを

より妥当なものにする学習となって

いるか。

○「理科の見方・考え方」を働かせなが

ら問題解決の過程を通して学ぶことに

より、理科で育成を目指す資質・能力

を獲得するようになっているか。

○様々な知識がつながって、より科学的

な概念を形成することに向かっている

か。

○新たに獲得した資質・能力に基づいた

「理科の見方・考え方」を、次の学習

や日常生活などにおける問題発見・解

決の場面で働かせているか

１つ選ぶ １つ選ぶ

授業改善を図るため重点に据える具体的視点（自ら重点を置く課題）

「主体的な学び」 「対話的な学び」 「深い学び」

○あらかじめ個人で考え、その後、意見

交換したり、科学的な根拠を基づいて

議論したりして、自分の考えをより妥

当なものにする学習となっているか。



領 域 見 方（視 点）

「エネルギー」を

柱とする領域

〇量的・関係的な視点

（例）乾電池を１つつなぐと、豆電球がつく。

↓［量的］ ↓［関係的］

乾電池を２つにすると、豆電球がさらに明るくなる。

「粒子」を

柱とする領域

〇質的・実体的な視点

（例）ビンにふたをすると、ろうそくの炎が消える。

⇒ビンの中の空気がなくなったのではないか。［実体的］
⇒ビンの中はものを燃やす働きがなくなったのではないか。［質的］

「生命」を

柱とする領域

〇多様性と共通性の視点

（例）昆虫と変態の過程

昆虫 （完全変態）「卵→幼虫→蛹→成虫」［多様性］

［共通性］ （不完全変態）「卵→幼虫→成虫」 ［多様性］

「地球」を

柱とする領域

〇時間的・空間的な視点

（例）岩石は上流ではごつごつして大きく、下流では丸みを帯びて小

さい 。 ［時間的］：時間をかけて削られる

［空間的］：上流から下流へ

その他連絡事項
（２）「理科の見方・考え方」について【修正】

① 理科の見方：物事を捉える視点（小学校の事例）



その他連絡事項
（５）内容の取扱いについての配慮事項

○追加した内容、移行した内容

※特に「生命」を柱とする領域では、これまでの｢第１学年：植物｣、「第２学年：動物」

という配列が以下のような学年の配列になる。【修正】

［現 行］ ［改訂後］

第１学年：植物の体のつくりとはたらき ⇒ 生物の分類

第２学年：動物の体のつくりとはたらき ⇒ 生物の体のつくりとはたらき

この配列変更のねらいとするものは、「教師の意識を変えること」であり、 １年の

「生物の分類」では、まず生徒の生活経験や自由な発想などをもとに分類の仕方を養

う。次に外部形態のつくりを中心にして、小学校における既習事項などをもとに生物

を分類させる。最後に、これらの学習を通して「教師が生物の分類を教えて、覚えさ

せる。」のではなく、生徒が主体的に「生物の分類の仕方に気付き、分類させていく」

ことにつなげる。

学年間で移行

した内容

・圧力：一部 第１学年から第３学年（水圧・浮力）へ

一部 第１学年から第２学年（大気圧）へ

・葉・茎・根のつくりと働き：第１学年から第２学年へ

・動物の体の共通点と相違点：第２学年から第１学年へ

・生物の種類の多様性と進化：第２学年から第３学年へ

・自然の恵みと火山災害・地震災害：第３学年から第１学年へ

・自然の恵みと気象災害 ：第３学年から第２学年へ

小学校から

移行した内容

・電気による発熱 （小学校第６学年より移行）


