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はじめに
　高校現場において、「アクティブラーニング」とい
う名の得体の知れない妖怪が漂い始めたのは、わりと
最近のことではないだろうか１。
　私自身、はじめてその言葉を耳にしたとき、具体的
な授業のイメージが想像できなかった。今でこそ、大
手書店の教育書コーナーに行けば、「アクティブラー
ニング」の関連本が堂々と平積みされ、自然とその手
の本が取れるように配架されている。教育関係者であ
ればもちろん、立ち止まって時間の許す限り何冊か読
んでみたくなる。
　私がたまたま手にした一冊は、小林昭文『アクティ
ブラーニング入門』２であった。表紙には「アクティ
ブラーニングが授業と生徒を変える」とあり、「全て
の高校教員必携！」と書かれていた。それとなく読み
進めていくうちに、「これは大変なことになるかもし
れない」という漠然たる不安が押し寄せてきた。アク
ティブラーニングの定義は、以下のようなものである。
「一方的な知識伝達型講義を聴くという 受動的 学
習を乗り越える意味での、あらゆる能動的な学習のこ
と。能動的な学習には、書く・話す・発表するなどの
活動への関与と、そこで生じる認知プロセスの外化を
伴う」３。
　つまり、どんなに上手な講義であっても生徒や学生
がただ聴いているだけの状態は「受動的学習」であり、
逆に「 ％、ワンウェイでないならアクティブラー
ニング型授業」であると言える４。
　ここで問題になってくるのは、私自身はもちろん、
いま教壇に立っている多くの高校教員が「受動的学習」
の申し子として学生時代を過ごし、教員となってから
も、「受動的学習」をそのまま続けてしまっているこ
とではないだろうか。
　しかし、実際のところ「アクティブラーニング」へ
の方向性は、約 年前からすでに示されていたので
ある５。皮肉なことに、その時期はちょうど私が「受
動的学習」を朝から夕方まで、知る人ぞ知る 教室
６の片隅で飽きることなく講義を拝聴していた日々と
重複する。私が高校時代に受けていた講義７とは違っ
て、まったく飽きることがない。専門知識が豊富な講
師によるリズム感ある講義と、一言も聞き漏らすまい

と黒板に向かって集中する学生の独特な一体感、まさ
に白熱教室である。もちろん、そこには「大学合格」
という受験生共通な目標があった。高校と予備校の違
いはあるものの、教室で受ける講義は一方通行の知識
伝達が基本であり、勉強は一人でコツコツやるもので
あり、英単語、数学公式、古文単語、歴史用語や年号
の語呂合わせなど、とにかく覚えなければならないも
のはがむしゃらに覚え、知識量が求められた時代であ
ったように思える。「アクティブラーニング」への方
向性が示されてはいたものの、結局は「大学受験」と
いう名のもとに、授業は従来どおり進められていたの
である。
　平成 ）年 月には学習指導要領が改訂され
た。「言語活動の充実」や「主体的な学習」が重視さ
れているのは周知のことであろう。言語活動の充実は
全教科で行うことを前提としているが、現場の感覚で
いうと、国語や英語の授業がその中心に考えられ、そ
れほど従前の授業スタイルと大きな変化は見られない
８。当初は、授業者自身が言語活動を意識して、 時
間の授業の中で学習者にさまざまな活動場面を設け、
評価に活用していたはずである。しかし、言語活動は
基礎・基本の上に成り立つという側面があり、授業者
はどうしてもそれに引っ張られてしまうため、生徒主
体の学習にはなかなか踏み込めていないのではないだ
ろうか。
　平成 年 月、文部科学省は「新たな未来
を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学
び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～ 中央
教育審議会答申 」の中で、「アクティブラーニング」
の導入を明確にし、平成 年からの大学入試
改革について言及している９。
　平成 年 月、中央教育審議会は「新し
い時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校
教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革につい
て」の答申を示した。センター試験は廃止され、平成

年度から「高等学校基礎学力テスト 仮称 」
が、 年度から「大学入学希望者学力評価テ
スト 仮称 」が導入されるという。
　実は、経済界もこの動きに反応を示している。平成

年 月、経済同友会は「これからの企業・



社会が求める人材像と大学への期待」の中で、「アク
ティブラーニングの導入によるコミュニケーション能
力の向上」「様々な社会活動体験の増加、留学、イン
ターンシップ、ボランティア」「学生の能動的な学び
による学修時間の拡充」を大学教育に求めたのだ 。
　これを受けて、高校現場は待ったなしの状態になっ
た。平成 年、国際的に活躍できる人材育成
を目的としたスーパーグローバルハイスクール
が設置された。 では語学力、コミュニケーション力、
問題解決力を育成することを目的とし、アクティブラ
ーニングが加速化している 。
　このような状況下で、高校現場においてもアクティ
ブラーニングを意識した早急な授業改善が求められる
わけであるが、各教科・科目の実践事例はまだそれほ
ど多くはない。もちろん、すでに先進的に取り組んで
いる学校はあるだろうし、アクティブラーニングの手
法の一つである「学び合い」を実践している教員がい
ることは承知している 。しかし、その多くが試行錯
誤の段階であり、改善の余地は十分にありそうだ。
　本稿は、進路多様校である北広島西高校 で私自
身がホームルームと授業のなかでアクティブラーニン
グを意識的に行った中間報告である。 月から半年間
の実践を以下に紹介する。

１　ホームルーム活動でアクティブラーニング
　～「一人も見捨てない」で「全員が課題を達成する」～
　「アクティブラーニング型授業の質を高めるさらな
る工夫は、アクティブラーニングのための学習環境を
整備することである 」ならば、その土台となるのは
クラスづくりになるだろう。
　アクティブラーニングの手法の一つ、「学び合い」
で一番大事にすることは、「一人も見捨てない」で「全
員が課題を達成する」ということらしい 。
　学び合いが日常的に行われるのであれば、コミュニ
ケーション力は必要不可欠である。今年度、私は 年
組 名の担任としてスタートを切ることになった。
毎日のホームルーム運営はもちろん、週 時間「世界
史 」を教えることになる。他教科・科目の授業がど
れほど学び合いの時間を取り入れていくのかはわから
ない。しかし、学び合いというからには多くの場合、
グループをつくり、お互いに顔を向かい合わせ、意見
交換をしたうえで課題を達成するということになるだ
ろう。場合によっては、グループ内でリーダーなり進
行役の生徒が必要になる場面もあるだろう。当然、ク
ラス内の人間関係がうまく行っていれば、授業はスム
ーズに展開する。私自身、一教科担任として複数のク
ラスを 年間見て回るが、クラスの雰囲気というのは
とても大事である。講義中心の授業であっても、グル

ープ学習、自習時間にしても、そのクラスに一歩入っ
たときから、なんとなく雰囲気は伝わってくる。学び
合いが成立する第一歩は、教室が安全安心の場である
ことである 。
　そこで、入学式翌日の最初のロングホームルーム

において、さっそく動いてみた。まだ顔と名前
が一致していないから、大抵のクラスでは一人ずつ前
に出て自己紹介をする。これが生徒には意外ときつい
らしい。たかが 分程度と思うのだが、それはあくま
でも日ごろ話し慣れている教員側の考えで、人のまえ
に立って話す経験値が低い生徒にとって、自分の番が
来るまでの緊張感たるや相当なものなのだ。以上のこ
とを踏まえたうえで、以下のような手順を示した。

【本時の目標】 年間のクラス目標について考える。
【配布物】付箋紙、 用紙
①６～７名のチームをつくる。
②チーム名とこの時間のチームリーダーを決める。
③クラス目標として、必要なキーワードを考えて付箋
紙に書き出す（個人作業）。
④チーム内で簡単な自己紹介をしながら、付箋紙に書
いたキーワードを読み上げる（一人１分以内）。
⑤チーム内の中央におかれた 用紙に付箋を貼る。
同じようなキーワードがあれば、付箋を重ねていく。
⑥キーワードをうまくつなぎ合わせて、クラス目標
案 を決めて、チームの代表者が黒板に書く。全員
の意見が書かれた付箋紙を 用紙に貼った状態で、
掲示板に貼る。
　最初は、ほとんどの生徒が緊張しながら喋っている
のだが、時間が経過するにつれてリラックスする姿が
見られ、チームの代表者が黒板に書き始めるころには、
雑談している声が聞こえてくる。すべてのチームが一
通りクラス目標を書き終えたら、 分間の休憩。「自
由に立ち歩いて」他のチームにいる誰かと交流しても
良し、掲示板に貼られたカラフルな付箋紙を眺めに行
くも良しである。休憩が終わったら、チームごとにプ
レゼンである。

【発表のおおまかな手順】
①チーム全員 ～ 名 で前に出てくる。
②チーム名と簡単な自己紹介 人 秒程度
③クラス目標 案 のプレゼンと簡単な説明（コメン
ト）
④質疑応答。特になければ全員が拍手をして終わり。

　まず、チーム全員が前に出て並ぶわけだから、連帯
感がある。自己紹介するときも、一人ではないからそ
れほど緊張感はない。発表以外のチームはお互いに向



き合ったままだから、雑談している生徒もいるし、な
んとなく気楽な感じで出番を待っている。持ち時間は
一人 秒くらいで何を話しても良し、と事前に伝え
ているが、大半の生徒が名前と出身中学、入部予定の
部活動、自分が気に入っているもの マイブーム 、
最近気になっていること、こんなクラスにしたい、担
任の第一印象など思い思いに喋る。なにしろチーム内
で一度お互いに自己紹介しているわけだし、教壇に一
人で立たされているわけではない。メインはクラス目
標 案 の発表なのだから、チームリーダーは立場上
やや緊張することになるが、それでもチーム全員で考
えた意見を提示するわけだから、責任が問われるわけ
ではない。
　チームごとのプレゼンが終了したら、達成可能なク
ラス目標となり得る共通のキーワードを探し、もう一
度各チームで意見交換を行う。今回もっとも多かった
キーワードは「自立」「成長」「進級」の 点であった。
試行錯誤のうえ、最終的に決まったクラス目標は以下
のとおりである。
「 人全員で進級！自立のため、生きる力を身につけ、
成長しよう！！」
　入学 日目にして、クラス目標が早々に決まり、続
けて行ったホームルーム役員、係決めもとてもスムー
ズに運んだ。委員長はじめ、次々と立候補で決まって
いったのである。担任が司会進行をする必要はなく、
なり手がいなくて沈黙のまま時間だけが経過するとい
うこともなかった。まだほとんどお互いの顔と名前を
知らないもの同士が、目標達成に向けて自分の力を最
大限に発揮した であった 。
　このあと、 月に行われる宿泊研修という学年最大
の行事に向けて、 や総合的な学習の時間を活用し
て決めるべきことが次々とあったが、ホームルーム委
員長、副委員長、議長、副議長の四役が強いリーダー
シップを発揮し、こちらもスムーズに役割が決まって
いった 。以下は、私と四役の生徒が一緒に考えた、
会議の進行マニュアルで、 月に行われる学校祭に向
けて、また生徒会に提出するクラスの意見を決める際
など、一定のパターンが出来上がった。拡大したもの
を教室の掲示板に貼ってあるのだが、参考までに提示
しておく。

【 会議進行マニュアル】
～クラスの全員が会議に参加すること。問題の解決に
向けて、チーム内で、クラス全員が協力する気持ちを
持って臨むこと～
①担任と四役による事前打ち合わせで、テーマと目標、
時間の流れを確認 昼休み中に行う 。

② が始まる前に、 ～ 人のチームを作っておく。

　チーム構成は自由。座席も自由。
　その際、チームリーダーも決めておく。
③四役が前に出て、本時のテーマと目標を全体に説明。
④チーム内でテーマについてのディスカッション。
　状況に応じて、他チームとの自由な意見交換ＯＫ。
⑤黒板にチームの意見を記入。
⑥チームリーダーが発表。ここから四役は、司会進行
に戻る。
⑦質疑応答。特になければ全員が拍手をして終わり。
⑧四役によるまとめ。時間の許す限り、自由に意見交
換。

　私はこれまで長く担任を続けてきたが、 や総合
的な学習の時間で何かを決める段になると、多くの場
合、まず担任が全体に説明し、そのあと委員長なり書
記なりが前に出てきて議事を進めていき、最後は多数
決で了承を得るというパターンが多かった。積極的に
発言をしたり、しっかり話しを聞いている生徒は少数
で、自分に興味がなければ話し合いの場に参加せず、
居眠り をしたり、私語をしている生徒も多く見られ、
問題の解決に向けてクラス全員が協力するという雰囲
気になることはほとんどなかった。それでも委員長の
強いリーダーシップや人望があれば、それなりに時間
内に収まる。とくに 年生ともなれば、経験値がある
ため、あっという間に物事が決まって時間が余ってし
まうこともある。
　なにより大切なことは環境と習慣である。入学時の
ホームルームからチームをつくって「学び合い」「生
徒同士が協働して課題解決に当たる」ことで、アクテ
ィブラーニング型授業にも戸惑うことなく、スムーズ
に対応できるはずである。担任としてはもちろん、教
科担任として、今後の生徒の成長が楽しみである。

２　アクティブラーニング日本史実践
　～「もはや君たちに教えることは何もない？」～
　「先生は、どうして先生になろうと思ったのです
か？」ときどき生徒に聞かれる質問である。それに対
しては、「歴史を教えたかったから」。有り体の答えで
申し訳ないのだが、事実それしか思いつかないし、多
くの高校教員は自分が習得した専門分野の知識を「教
える」スペシャリストとして教壇に立ちたかったから
ではないだろうか。　　
　私はこれまで、生徒指導中心の教育困難校、学力格
差の大きい僻地の職業高校、都市部の進路多様校を回
ってきたが、いかような生徒であっても歴史を「教え
る」、歴史を「語る」醍醐味は、この仕事を選ばなけ
れば成立していない。
　アクティブラーニングを促進から加速させる動



きの中で、「教えるから学ぶへ
」のパラダイム転換が求められている。し

かし、現実的にこれまで確立してきた教授パラダイム
を方向転換するのは容易なことではないだろう 。
　「 年はアクティブラーニング『元年』と呼ばれ
たほどに、アクティブラーニングが注目された」 は
ずである。実際に、アクティブラーニング型授業への
転換を実施している高校は あるという 。しか
し、この数字を鵜呑みにすることは出来ない。なぜな
ら、小林の言う「 ％、ワンウェイでないならアク
ティブラーニング型授業」という解釈を回答者が知っ
ていれば、数値はもっと高く出るはずである。また、
内容より形態に関心が向けられ、内容が薄っぺらいの
に「パラダイム転換」出来ていると思いこんでいるこ
ともあるだろう 。
　本校の生徒にとって、アクティブラーニング型の
授業がどの程度受け入れられるかどうかはわからな
いが、さっそく 月から導入することにした。参考に
したのは、小林の物理の授業プロセスである 。科目
はまったく違うものの、実は私が 年前に行っていた
世界史 のスライドを活用した授業とほぼ同様である
。たださすがに、質問、おしゃべり、立ち歩き自由
には踏み切れなかった。当時はそこまでの余裕はまっ
たくなかったし、授業規律を意識すればするほど、小
林の言うハードルは高くなる。よって、前後左右の生
徒同士で演習問題を教え合う程度の動きであったが、
今回は実験的に出来るだけ小林の授業と同じ形式で実
践してみた。

【日本史の授業プロセス～パターン①】
本時の目標と学習内容の説明 分
ワークシートによる問題演習 分
振り返り、演習の自己採点とまとめ 分

　まず は、基本的な歴史の流れと知識の習得で、
講義と板書で進められる。いわゆるチョーク＆トーク
であるが、「書くこと」「ノートを創る」ことは重要で
あると私は考えている。とくに、日本史の授業におい
ては、基本的な歴史用語は実際に自分の手で一つ一つ
書いて体感してみることである。ときには、普段書い
たことのない語句の読み書き（たとえば盟神探湯、勘
解由使、石上宅嗣、讒謗律･･･）で「こんな字見たこ
とない！」「絶対読めない！」と生徒が苦笑しながら、
私が黒板に巨大な字を書くのをちまちまと写すことも
ある（ちなみに「讒」の字はクロヒメンチョンという
呪文を唱えることを伝授した）。最初の授業で、生徒
にはノートの取り方を伝えている。ただ板書を写すだ
けではなく、ノートの余白にメモを取る習慣をつける

こと、雑談やイラスト（私はときどき黒板に絵を描く
こともある）もメモすることでイメージを残すことが
出来ること、何よりもノートを「創る」楽しさを味わ
うことを意識させている 。
　 は私が作成しているオリジナルのワークシート
を活用した問題演習の時間である。小林にならい、
～ 題の練習問題を時間内に全員が解けるように、全
員が 点を取れることを目標とする。この時間は、
生徒同士が質問し、教え合い、学び合う場として時間
を確保した。
　 は振り返りの時間であり、ワークシートの模範
解答を配付し、生徒は赤ペンで自己採点をする。間違
っていたり、たとえ満点でも書き足す必要があれば修
正していく。時間が余れば、答案を見せあいながら意
見交換しても構わない。最後にワークシートを提出し
て、模範解答は持ち帰る。
　このパターンで成功したことと失敗したこと、今後
の課題は以下のとおりである。

＜成功したこと＞
居眠り生徒の激減

　最大の効果と言っても良いだろう。お互いに顔を向
き合わせていることもあって、居眠りをする生徒は皆
無に近い状態になった。その中でも机に伏してしまう
強者がいるときもあるのだが。
安全安心の場づくり

　これは教室内の学習環境づくりや教員と生徒、生徒
同士のコミュニケーションを相当意識しなければなら
ない。教員は生徒をよく観察し、生徒がこちらの思い
通りに動かなくても（これは実際に行ってみるとわか
ると思いますが、よくあることです）学習活動を見守
り、「待つ」時間に耐えること。
集中力の持続

　学習内容の説明をコンパクト化、短縮化したことに
より、講義を聴く集中力は高まった。「私が話せる持
ち時間は最大でも 分以内である」ということを生
徒に伝えていたため、お互いに時間を意識しながら、
集中するようになった。
振り返りとまとめによる知識の定着

　以前は、授業の最後にセンターや私大入試の演習問
題を ～ 題解かせてみることもあったが、生徒は入
試問題に慣れていないため、時間内に終わらなかった
り、最初から諦めてしまう生徒が見られた。そこで、
教科書を読めば必ず答えは見つかるような問題を、ワ
ークシートに ～ 題作成することにした。自分でわ
からなければ、同じチームの生徒に聞く。それでもわ
からなければ他のチームの生徒に聞くことも良しとし
ているので、ほぼ全員が時間内に 点を取ることで



出来るため、気分的にも良くなり、「日本史は楽しい」
「日本史はやれば出来る」という達成感がうまれた。

授業進度の確保
　毎年年度当初に年間指導計画やシラバスに明示して
いるが、 年間で通史を終わらせるのは並大抵のこと
ではない。さまざまな角度からアプローチしたり、主
体的な学びを行うのは良いことであるが、時間には限
りがある。ワークシートの作成に労力は掛かるものの、
時間で教科書 ～ ページ相当、文化史などは教科
書 ～ ページ相当を 枚のワークシートにまとめる
ことで、確実に進んでいった。全てを教える必要性は
なく、 時間の目標に沿って授業内容を精選し、削り
落としていくことで、授業の完成度は少しずつ向上し
ていった。

＜失敗したこと・課題＞
　アクティブラーニング型の授業を試行錯誤しながら
行っていることもあり、圧倒的にこちらのケースが多
くなってしまうのであるが、生徒の反応やときには「実
験的にこのパターンで 週間やってみたけど、どう？」
なんて直接生徒に聞いてみたり、「実験なので、みん
なから不評であればこのやり方は止めます。先生の楽
しい講義だけずっと聞いていたい人はいますか」など
と冗談交じりに尋ねることもあるのだが、生徒には何
でも聞いてみることで多くの問題は意外と簡単に解決
することを学んでいる。
基礎的な歴史用語の習得が不十分

　現状のセンター試験や一般受験 とくに難関私大や
国公立レベル へ対応するためには、膨大な歴史用語
を一通り習得しておかなければならない。従前どおり
の講義型、いわゆるチョーク＆トークから脱却し、学
び合いのスタイルに変えていくのは良いが、本番で点
数が残せなければ困ったことになる。これまで本校の
生徒を見ている限り、テスト前に教科書のゴシック（太
字）を覚えるだけでも実に大変そうであった。アクテ
ィブラーニング型授業を実施し続けるためには、家庭
学習時間の確保が必要になってくる。次回の学習範囲
と目標を事前に予告し、生徒は教科書を読むなり、下
調べをしてきた前提で授業に臨むのが理想的だ。しか
し、本校の生徒の多くは家庭学習時間が不十分であり、
実際は自宅でやるべきことを学校の授業時間で行って
いるのが現状である。大学受験に対応しなければなら
ない進学校では、公開授業やイベント的にアクティブ
ラーニング型授業を行っているかもしれないが、年間
を通じて講義型の授業とうまく組み合わせながら、確
実に基礎・基本的な歴史用語を習得させるべきだろう。
ワークシートの問題量と内容

　 分で解ける量は限られている。教科書を読みな

がら、解答できる演習問題を ～ 題作成するのであ
るが、簡単すぎるとつまらないし、早く終わってしま
う生徒が当然でてくる。また、どんなに簡単な問題を
設定しても、手を出さない生徒もいる。「わからない
人に教えてチーム全員が 点を取れるように」とは
いうものの、最初はなかなかうまく機能しなかった。
立ち歩いてわざわざ他のチームへ教えに行くことはな
いし、手っ取り早く教員の私に直接答えを確認に来る
生徒もいた。解答欄に、私が驚くくらいびっしり書き
込んでくる生徒がいる一方で、やる気のないような答
案も見られた。小林が授業準備でいちばん大変だった
ことが、その時間の目標にあった適切な課題を作成す
ることであったように、私もワークシート 枚作成す
るのに問題の難易度を考えながら、生徒の反応を見な
がらの手探り状態であった。アクティブラーニング型
授業を行ううえで、教員は毎時間の課題づくりにかな
り時間を要するのではないだろうか。
フリーライダーの発生

　結論から言ってしまえば、これは想定内であった。
アクティブラーニング型授業に路線を変えたところ
で、生徒にやる気 がなければどうにもならない。
生徒全員が積極的に学び合いに参加する、というのは
どうしても理想が高い。その日の気分によって、なか
なか取り組まない生徒がいたり、時間をまったく気に
せずいつまで経っても私語をしていたり、授業に関係
のないことをしている生徒もいる。大抵の教員であれ
ば、気になる生徒を注意したり、状況によっては一喝
なんて気持ちになるのが当然である。しかし、小林に
言わせるとそれは違う。教師の何気ない一言で、生徒
の安全安心の場が失われてしまい、その後しんと静ま
りかえった教室で、活発な意見交換はなくなってしま
うという。そこで、落ち着かない生徒には、質問で介
入していくことが有効であると小林は指摘している。
しかし、それでもこちらの意図に気づかない生徒は
いるもので、結局時間いっぱいまでほとんどワークシ
ートが白紙状態、もしくはそれに近い状態ということ
もある。こちらもかなり我慢して小林と同じように、
「チームで協力出来ていますか」「後ろまで聞こえてい
ますか」「話してもいいですか」「解答を配るまであと
分です」「あと 分で自己採点してもらうけど、大

丈夫ですか」などいろいろ試してはみたが、雑然とし
たまま終わってしまうこともあった。
「放任型」と「干渉型」への対応

　上記 のような状況を目の当たりにすると、「ア
クティブラーニングってこんなので本当に良いのだろ
うか」「これなら講義型の方が静かに落ち着いて授業
が出来るし、生徒も伸びるのではないか」と感じるの
が普通である。実際、私の授業においても、アクティ



ブラーニング型と講義型をバランスよく組み合わせる
ことが、現状ではベストであると考えている。おかし
な話しだが、アクティブラーニング型をやってみて、
講義型の良さを再発見することもある。当たり前であ
るが、講義型には講義型の良さがある 。それは本校
の生徒の様子を見ていて実感することで、どちらの授
業スタイルを実践してみても、それほど長い時間集中
力は持たない。放任型は、これまでの教科科目の基礎・
基本という土台が生徒自身で出来ていれば、ある程度
任せられるし、自分で、自分たちでやろうという意識
があれば教員の出る幕はほとんどない。簡単に言って
しまえば、放っておいてもやる生徒が多い環境であれ
ば、介入しようがないだろう。しかし、現実的にはフ
リーライダーが発生したり、ただおしゃべりをしてい
る楽しい時間になりかねないので、教員による一方的
な放任型は、抵抗があるように思う。
　これに対して、干渉型は生徒がチーム内で話し合っ
ているときに、教員が積極的に関わっていく方法であ
る。これまで生徒たちが受けてきた授業をイメージす
れば、わからなければ先生に聞く、というのは自然な
流れである。「チーム内で教え合いましょう」「わかっ
ている友達に聞きましょう」と言っても、「先生、こ
れであってる？」「先生、この問題どこにも載ってな
い！」「誰もわかんないから、先生教えて！」となる
ことは想定内であった。小林も最初のうちは、「ほめ
たり、注意したり、わからないことを教えたり」して
いたが、疑問を感じ始めたという。つまり、これでは
教師の評価や激励があるから学習するのであること、
生徒同士で、チーム内で協力して問題を解決したこと
にはならないのである。つまり、教員が教えれば教え
るほど、生徒は依存してしまい、チームで学ぶ力は減
退してしまう。それでも教員である以上、どうしても
「教えるのが自分の仕事」と自覚していれば、ついつ
い干渉したくなるのではないだろうか。私自身は、「必
ず答えは見つかるから（教科書にヒントが載っている
から）探してごらん」「同じチームにわかっている人
がいるんじゃないの？」などという程度で、なるべく
干渉しないようにしているが、生徒のその日の学習態
度や表情などを見て状況に応じて声を掛けて、つまり
干渉している。上手くいくときもあれば、 時間いっ
ぱい今日は反応がない（つまり、生徒同士の人間関係
のトラブルや気になることがあって、教員が何を言っ
てもその問題が解決しない限り勉強に手がつかない）
なんてこともある。前述 で示したとおり、小林は
質問で介入していたが、実際にはそれだけでは上手く
いかないのが現状である。教員が学習している生徒た
ちに、どの程度まで関わって、つまり干渉していけば
よいのか、毎回の授業を通じて試行錯誤が続いている。

【日本史の授業プロセス～パターン②】
本時の目標と学習内容の説明 分
ワークシートによる問題演習 分
振り返り、演習の自己採点とまとめ 分

　このパターンは、まず定期考査直前の ～ 週間前
に試運転的に実施してみた。その後、生徒たちの課題
への取り組み状況や、反応を聞きながら、演習時間を
さらに確保することにした。日本史 は週 時間ある
ため、そのうちの 時間をアクティブラーニング型授
業とし、予習を兼ねてディスカッションやグループ学
習を徹底的に行う。基礎的な歴史用語を確実に習得す
るための講義型と併用しながらの実践である 。生徒
たちは普通教室を離れて、教科書・ノート・筆記用具
を持参し図書館へ移動。座席は自由である。ここでも、
小林の授業モデルを参考にしてみた。小林は物理の授
業を物理教室で、私は日本史の授業を図書館で。教科
と場所は違うものの、中身は同じ。以下は実践の一部
である。
○生徒を迎える（生徒が来るのを待つ）。
○態度目標 ルール と内容目標の設定。
○プリント課題は図書館入口付近の机上に配置。
○ホワイトボードに今日の目標と課題を明示。
○すぐに注意しない（安全安心の場づくり）。
○質問による介入を心がける。
○問題演習→自己採点→まとめのカード記入。
○全員で 点をとる。
　まず については、回数を重ねていくたびに説明
時間は短くなっていった。座席は自由ということもあ
って、生徒は休み時間のうちに移動を完了しており、
授業開始前から課題に取り組む生徒もいる。全員が揃
っていれば、チャイムが鳴る前からスタートできるの
で、 にかける時間はより短くなる。
　 の時間は、前述したパターン①とまったく同じ
である。定期考査直前なので、問題演習は一問一答が
中心となっていたり、市販の問題集をベースとしてワ
ークシートを作成し、わからなければ生徒同士で解決
する時間である。
　 も同様である。教科書、ノートなど振り返りな
がら確認する時間でもある。ほとんどの生徒が 点
になるので、定期考査前に自信をつけることが出来る
ようだ。
　このパターンで成功したことと失敗したこと、今後
の課題は以下のとおりである。

＜成功したこと＞
苦手意識の克服

　「日本史は覚えられない」と放棄する生徒は毎年必



ずいるのだが、学び合いで、お互いに声をかけて、助
け合いながら問題演習に取り組んでいるせいか、「ど
うせ出来ないから何もやらない」「苦手だから赤点さ
え取らなければそれでいい」という消極的姿勢から、
「（みんなで解いたから）（ 点取れたから）なんと
かなる」、「やれば出来る」という積極的な姿勢で考査
に臨むことができ、その結果が点数アップにつながっ
た。
生徒一人一人の弱点の把握

　自己採点をしたあと、課題提出という形をとれ
ば、授業終了後には私の手元にワークシートが届く
わけである。その日のうちに、 枚 枚チェックし、
「 」「 」「 」「 ！」と評価
を書き込み、何か気になる点があれば赤ペンで修正し
たり、コメントを書く。当然、手間と時間はかかるの
だが、教員の適切なコミットメントなくして生徒は自
立、成長しない 。

＜失敗したこと・課題＞
集中力の持続

　問題演習による時間が長いこともあって、集中力の
持続はなかなか難しい。その日の気分によって、左右
される生徒もいる。授業開始前に図書館へやってきて
すぐに課題を取り組むのは良いのだが、早々と終わっ
てしまうことがある。逆に、終了時間ぎりぎりまで何
もせず、長いおしゃべりに夢中になっている生徒もい
る。前述した、パターン①の と同じ状況である。
生徒が諦めたり、飽きることのないように、適切な課
題をつくることがアクティブラーニング成功への鍵と
なるのは言うまでもない。だからこそ、毎回課題の作
成にあたっては頭を悩ませることになる。
教員の関わり方

　演習時間が長くなると、生徒にどう関わっていけば
よいのか戸惑うことがある。前述したとおり、パター
ン①の 「放任型」もしくは「干渉型」のどちらか
で対応していくしかないが、これが実に難しい。最初
のころは、手持ち無沙汰になってしまうこともあった。
最初に指示を出してしまうと、 ～ 分間やるべき
ことが見つからなかったのだ。板書をするわけでもな
く、説明することもなく、基本的には生徒たち任せで
ある。わからなければ、生徒同士で学び合って助け合
う。これを西川は、部活動の指導を例えにあげている。
指導者は部員に対して、最初と最後の数分間適切なア
ドバイスをするだけで、あとは部員の活動を見守るこ
とになる。放っておいても、生徒は勝手に活動を始め
る。わかりやすく言うと、自習監督のようなもので、
じっと見守ることで生徒をより観察できる利点はある
のだが、教員としては、どうしても物足りなく感じて

しまうのだ。その結果、「もはや君たちに教えること
は何もない？」に辿り着いてしまい、教員としての「教
えたい」欲求が鬱積してしまうのである。
　
○日本史 ワークシート事例 分
テーマ「下剋上の社会」
（使用教科書　山川出版社『高校日本史』 ～

）
目標＝下剋上の社会とその特色をつかむ。
１　下剋上とはなにか。教科書中より 字以内で抜
き出す（全員がすぐにわかる問いレベル）
２　上記１を象徴するような事件が 年におきた。
事件名とその内容をまとめよ。（時間を要するが、
教科書を活用すれば全員がわかる問いレベル）
３　 世紀には、借金や借財などの債務の取消しを
命じる（　ア　）の発布を要求した一揆がたびたび
おこったが、当時の京都の様子をあらわす日記を読
んで訳す。（やや難。チームで話しあって問いを解
決するレベル。生徒の反応をみながら、現代語訳す
るためのヒントを少しずつ出していく）
　去年炎旱。飢饉の間、諸国の貧人上洛し、乞食充満す。
　餓死する者、数知れず路頭に臥すと云々

『看聞日記』より
４　応仁の乱 について、中心人物 将軍、東軍・
西軍の実力者 と事件の内容、結果をまとめよ。（難。
大学入試問題の論述レベル。教科書の本文を参考に
自分で、チームで相談しながら解決するレベル。）
５　応仁の乱後、畿内や北陸でおきた一揆についてま
とめよ。（時間を要するが、教科書を活用すれば全
員がわかる問いレベル）

３　学校図書館の効果的活用
　～アクティブラーニングのための学習環境づくり～
　残念なことに、高校現場の教室の多くは固定式の机
になっている。アクティブラーニング型授業の質を高
めるためには、アクティブラーニング使用の学習環境
を整える必要があろう。
　大学では、「ラーニングコモンズ 　

」が学習環境の場として用意されている。林
一雅 のいう「ラーニングコモンズ」とは、図
書館、情報技術その他のアカデミック支援を統合して、
スタッフの知識と技能、適切な場所への紹介など、使
用者に一連のサービスを提供する、機能的・空間的な
場のことであり、研究や協働、議論や相談を通して、
使用者に学習を促すダイナミックな場と捉えている。
　図書館といえば、基本的には「私語は厳禁」「一人
で黙々と勉強する」場所のイメージが強いのだが、最
近は学生同士で話し合うためのスペースが、当然のよ



うに用意されている。アクティブラーニングは、「書く」
「話す」「発表する」などの活動への関与と、そこで生
じる認知プロセスの外化を伴うのだが、このような活
動を行うためのスペースとして図書館は有用である。
　学習指導要領総則の「教育課程の実施等に当たって
配慮すべき事項」の には「学校図書館を計画的
に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲
的な学習活動や読書活動を充実すること」とあるよう
に、生徒が図書館で学習する時間を年間を通じて確保
し、自ら調べて、チームで話し合い、意見を発表しあ
う時間は、言語活動の充実を意識すればするほど必要
である。そこで、入学してまもない 年生を 月から
図書館に引き連れて、世界史 の授業を行った。チー
ムで協力して話し合い、与えられたテーマについて調
べて、ミニレポートを書き、最後に簡単な発表をする
というパターンである。

＜前期の授業で行ったテーマ＞
○諸子百家について人物像とその教えについて
○始皇帝の人物像と政策について
○宦官とは何か
○三国志に描かれる人物について
○科挙とは何か
○李白・杜甫について
○ピラミッドとエジプト文明について
○ローマ皇帝の人物像と政策について
○イエスとキリスト教について
○ムハンマドとイスラーム教について
○ルネサンス期の人物と作品について
○宗教改革を行った人物と特色について
○絶対王政を行った王の人物像について

　時間的な制約があるため、 テーマ 時間で実施し
ており、多くは人物とその業績を下調べしてもらう。
時間が足りなければ、休み時間や放課後さらに調べた
うえで、ミニレポートを提出する。集中して取り組め
ば、 時間でも出来映えの良いレポートは集まるもの
で、優秀作品を ～ 人ほど選び（なるべく多くの生
徒のミニレポートを提示出来るように縮小して印刷し
ている）次の時間にクラス全員へ配付する。評価につ
いては、レポートの分量や内容を中心に、「 」
「 」「 」「 ！」の 段階で先述した
日本史の授業と同様である。学校図書館を活用した学
び合いは、以前から時間の許す限り行い、これまでさ
まざまな場をお借りして実践報告をしてきたが、依然
として調べるための資料が不足していたり、日々の業
務に忙殺されてこちらの準備が追いついていない現状
である 。

　本校図書館には、『総合百科事典ポプラディア全
巻』 ポプラ社、 を セット揃えており、各テ
ーブル ～ 名 に セットが使用可能である。あ
わせて、学習資料集『ポプラディア情報館』（全 巻）
も順次購入し、各教科科目の調べ学習でニーズの高い
テーマに対応できるように準備しているが、まだまだ
資料が必要である 。
　なお、前述した日本史 ワークシート事例の問題を
解決するために、次に示す図書館資料をあわせて活用
してみた。生徒が書架まで探しに行く時間がないた
め、司書教諭である私があらかじめブック・トラック
に載せている。かつては、学習テーマにあわせて「パ
スファインダー」を作成したこともあったが、製作
時間を要するため断念してしまった。参考までに、
冊程度紹介したい。
『ポプラディア情報館　日本の歴史人物』 ポプラ社
『ポプラディア情報館　日本の歴史２』（ポプラ社）
『 世紀こども百科　歴史館』（小学館）
『歴史の流れがわかる時代別　新・日本の歴史５　室
町時代』（学研マーケティング）
『ビジュアル版日本史 人上巻』（世界文化社）
『ビジュアル戦国 人』（世界文化社）
『日本史大事典』（平凡社）
『小学館版学習まんが　日本の歴史人物事典』（小学館）
『小学館版学習まんが　日本の歴史年表事典』（小学館）
『調べてナットク！みんなの博物館３　日本の歴史を
調べよう①』（河出書房新社）

おわりに
　～「アクティブラーニング」という名の妖怪退治～
　 月の終わりに、本研究会の打ち合わせをかねて、
私は某大学の研究室を訪れた。すでに夏休みに入り、
学生も教員も時間的余裕がある時期と踏んだのであ
る。冷房の利いた研究室で、熱い意見交換が行われた、
と言えば聞こえが良いのだが、実のところは学生や授
業に関するよもやま話しに興じていた。「大学は夏休
みが長くて良いですよね」などと話しを向けると、「い
や、実はまだ授業が入っているんですよ・・・」。意
外な答えがかえってきたのである。聞けば、学生は熱
心に授業へ出席し、ゼミの発表に向けてグループで連
日図書館のテーブルを占拠しているという。教員は授
業準備に追われ、休講などよほどのことがない限りあ
り得ない（休講した時間ぶんだけ別日に補講となる）。
「研究は趣味の時間みたいなものですよ」と先生は笑
うのであった。私の学生時分は、出席をとる授業など
皆無で、休講が多いことで有名な先生に感謝し、図書
館で調べものをするより屋上で昼寝すべしという自由
気ままな大学生活を過ごした記憶がある。教授先生の



講義は難解で退屈であり、勉強は自分で専門書を読む
なりして、なんとかするものであった。そもそも、勉
強は一人でやるものであって、グループで学習した経
験はない。講義型が当たり前であり、みんなで協力し
てという発想などあるはずもない。
　しかし、「アクティブラーニング」が高校現場で急
速に広まり、本校でも多くの教科で取り入れるように
なった。いまだ得体の知れない妖怪相手に、われわれ
現場の教員は翻弄されている。手探りで、試行錯誤し
ているのが現状である。本稿を執筆するにあたり、ア
クティブラーニングに関する資料を集め、時間の許す
限り通読してみた。そこには多くの実践事例があり、
なるほどと思わせる成功例もあれば、ありのままに語
られた失敗例もあった。有り体にいうと、失敗例のほ
うが大いに参考になったし、試行錯誤しながらも、生
徒による主体的な学びを考え、もっと良い授業をしよ
うとする意気込みが伝わってきた。大学においては、
河合塾の調査に見られるように、近年実にさまざまな
授業改革が行われ、かなりの成果を挙げていることに
驚かされた。自由気ままな学生生活はもはや昔の話し
で、教職員の協働のもと、アクティブラーニングを使
って学生の成長を真剣に考えている姿が感じられた。
今後、アクティブラーニングの波はますます加速する
であろう。社会や職場は学生に多くの技能や態度を求
めている。高校の 年間で、身につけておくべき事は
山ほどある。それは本校の生徒を毎日見ていて思うの
だが、教えることが実に沢山ある。圧倒的に時間が足
りないのだ。このまま社会に送り出すのは何とも心許
ない。家庭学習をほとんどせず、休み時間になると目
の前にいるはずの友人と言葉を交わすことなく、 、
、インターネット、スマホ、ゲームなど手のひら

サイズの幸せに浸っている生徒を見るたびに、一抹の
不安を覚えてしまう。
　アクティブラーニング型授業は、周囲とのコミュニ
ケーション能力を高める打開策としても期待される。
われわれ教員が出来ることは、これまでの豊富な経験
を十分に生かし、質の高い授業を生徒に提供し続けて
いくことである。アクティブラーニングという名の妖
怪を恐れることなく、生徒の様子を観察しながら、失
敗を恐れずに日々授業改善を行っていくしか策はな
い。その結果として、生徒が自立、成長していく姿を
見届けることが出来るのであれば、高校教員としてこ
れほど嬉しいことはない。
　最後に、私の教育活動にいつも刺激を与えていただ
いている北海道高等学校教育研究会の先生方と、毎日
熱心に世界史と日本史の授業に参加してくれている本
校の生徒諸君に感謝したい。

＜主要参考文献＞
１溝上慎一『アクティブラーニングと教授学習パラダ
イムの転換』 東信堂、 の冒頭で、「多くの大
学で、アクティブラーニングが講演やシンポジウム
のテーマとして関心を集め始めたのは 年頃か
らだったと記憶している」と溝上は述懐しており、
「 年には、中教審の質的転換答申のなかで、ア
クティブラーニングがはじめて明示化された」こと
で、その後一気に多くの大学で一般化して広まった
ように溝上は感じている。
２小林昭文『アクティブラーニング入門』 産業能率
大学出版部、
３溝上、前掲書
４小林、前掲書
５文部科学省は「 世紀を展望した我が国の教育の
在り方について 第一次答申、 」の中で、「我々
はこれからの子どもたちに必要となるのは、いか
に社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、自
ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、より
よく問題を解決する資質や能力であり、また自らを
律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心
や感動する心など、豊かな人間性であると考えた」
とあり、その後の「 教育大臣会合・フォーラム」

でも、「生きる力」を軸とする改革の方針を
述べている。
６当時、代々木ゼミナール本校にあった最大 名収
容可能な大教室。筆者自身が受講していたのは、西
谷昇二、富田一彦、酒井敏行、吉野敬介、竹内睦泰
など現在も予備校や衛星授業の教壇に立つ講師陣で
ある。
７拙論「進路多様校における世界史という名の知的冒
険」 北海道高等学校教育研究会『研究紀要』第
号、 に詳しい。
８拙論「学習指導要領の趣旨を生かした授業実践　
　言語活動の充実における学校図書館活用」 『学
校図書館』通巻第 号、全国学校図書館協議会

において、筆者の授業実践を紹介している。
９文部科学省の発表している「アクティブラーニング」
の定義は、「教員による一方向的な講義形式の教育
とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り
入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修
することによって、認知的、倫理的、社会的能力、
教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。
発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が
含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッショ
ン、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアク
ティブラーニングの方法である」としている。
経済界の反応を示す事例としては、平成 年



月、日本経済団体連合会 経団連 が、社会人に求
められる基礎的な能力として、「主体性、コミュニ
ケーション能力、実行力、協調性、課題解決能力等」
を挙げている。また平成 年 月、経団連は「グ
ローバル人材のベースとなる社会人に求められる基
礎的な能力 主体性、コミュニケーション能力、課
題解決能力等 は、初等中等教育段階からしっかり
身につけさせる必要がある」と述べている。
設置と同年に、スーパーグローバル大学創成支

援事業が始まった。トップ型 世界大学ランキング
上位 を狙う大学 とグローバル化牽引型 日本の
大学のグローバル化を牽引する大学 を選び、予算
を重点的に配分することになった。道内では唯一、
北海道大学がトップ型に選ばれており、今後の入試
動向が注目される。
近著に『現場ですぐに使えるアクティブラーニング
実践』 産業能率大学出版部、 があり、各教科・
科目の授業事例集として詳細に書かれている。
本校は、私が着任した平成 年度以降の卒業生実績
をみても、およそ半数が専門学校へ、残りの 程
度が大学・短大へ 入試や指定校・公募推薦で進学
し、就職は 程度である。センター試験もしくは
一般受験する生徒はほとんどいないが、今年度は、
国公立大学や道外の私大を希望する生徒が見られ、
早朝講習や集中的な進学講習を実施している。
松下佳代『ディープ・アクティブラーニング』

勁草書房、
西川純『すぐわかる！できる！アクティブ・ラーニ
ング』 学陽書房、 のなかで、教師自身
が本当にそれを大事にする態度を示し続けると、子
どもは確実に変化し、やがてクラスの人間関係にも、
成績にも成果は現れて来るという。また小林も前掲
書のなかで、授業者全員が 点満点を取ることで、
課題を達成する喜びや、その科目が好きになること
等プラスの効用を述べている。
小林、前掲書 のなかで、安全安心の場がない
と、自分の気持ちを見つめたり、感じていることを
率直に発言したり、グループ内で共有したりするこ
とができないことを指摘している。同時に、教員は
話し方にも気をつけなければならないという。「大
きな声を出さない」「穏やかに話す」「できるだけ笑
顔で話す」「乱暴な話し方をしない」「丁寧な言葉遣
いをする」など大人の安全安心を確保できるように
なると、子どものそれも確保できるようになると小
林は述べている。
松下、前掲書 のなかで、安永悟「【協同学
習と学生の成長】協同による活動性の高い授業づく
り」がある。安永は「協同の精神とは、学習目標の

達成に向け、仲間と心と力をあわせて、自分と仲間
のために真剣に学ぶことである」という。つまり、「自
分さえ良ければ」という態度は否定され、仲間と共
存して学習目標を達成するために、自分にできる貢
献を積極的に行うという態度と、それを実現する具
体的な行為が求められるという。
河合塾編『「学び」の質を保証するアクティブラー
ニング』 、東信堂 のなかで、日向野幹
也は「アクティブラーニングのためにはリーダーシ
ップが不可欠」であると述べている。「大学にいる
学生の大半はリーダーシップはなく、教員が自腹を
切ったり苦労してアクティブラーニングの環境を作
ったりしても、肝心の学生にリーダーシップを発揮
した経験がなければとても難航する」という。結論
として、アクティブラーニングの前提条件は、教職
員と学生のいずれにおいてもリーダーシップ教育が
必要不可欠ということである。
富田一彦『キミは何のために勉強するのか　試験
勉強という名の知的冒険 』 大和書房、

には、生徒は授業中になぜ寝るのか、につい
て興味深い記述がある。考えられる可能性は二つ。
一つは初めから勉強そのものに興味が持てないこ
と、もう一つは、真剣に聞こうとしても、授業内容
が理解できないことであるという。「これも、さら
に分ければ三つの原因が考えられる。その一。授業
内容が難しすぎる。その二。授業内容が簡単すぎる。
その三。難易度ではなく、教師の話が下手すぎる」
とあり、なかなか刺激的である。富田氏は「子ども
の実力を上げるのに適切な情報を適切な形と適切な
タイミングで与えていくことが、教師の最大の務め
である」と主張する。
主体的学び研究所編『主体的学び 号』 東信堂、

のなかで、土持ゲーリー法一は、スー・ヤン
グとアンデイ・リージャーとの鼎談インダビューを
まとめている。「教員に急にアクティブラーニング
を導入するように勧めても容易ではない」。また、「教
員の中で講義が優れ、教材も備わっている場合は
アクティブラーニングの『該当者』ではない。それ
はそれで十分に意義がある。すべての教員がアクテ
ィブラーニングを実践する必要はない。このことは
反転授業においても同じである。また、すべての授
業の単元をアクティブラーニングに変える必要もな
い。状況に応じて、従来の講義を行うことも望まし
い。授業方法に『濃淡』をつけることで学生に刺激
を与えて、その結果『集中力を高める』ことにつな
がることもある」とあり、アクティブラーニング型
授業への転換も柔軟な対応が可能であることを示唆
している。



主体的学び研究所編、前掲書
リクルートマーケティングパートナーズによる
「 年高校の進路指導・キャリア教育に関する調査」
結果を参照。北海道の高校は と半数を超える。
溝上、前掲書
小林、前掲書 を参照し、試行錯誤しながら
アクティブラーニング型の授業を実践することにし
た。小林の勤務していた高校は 分授業であるが、
本校は 分授業のため、時間配分を見直した。
拙論「進路多様校における世界史という名の知的
冒険」のなかで報告したとおり、前時の確認 分 、
スライドによる要点解説 分 のあとはワークシー
トによる演習中心となる。
森谷公俊『学生をやる気にさせる歴史の授業』

青木書店、 には、授業ノートの取り方
がわからない学生の事例が記されている。高校では
先生が板書したことを書き写すだけであったため、
話しを聞きながら自分でメモを取るという習慣がま
ったくできていない。高校段階で話しを聞きながら
メモを取ることは、普通の生徒には無理なことであ
り、今や大学で教えるべき「高等技術」であると冷
静に受けとめている。
アクティブラーニング型の授業であれば、これはあ
る程度どの授業でも起こりうることである。フリー
ライダー、つまり他の生徒に頼ってしまい、答案の
丸写しや、答えを聞くだけで、自らの力で思考した
り問題を解決しようとしない人。そうなることのな
いように、生徒へ事前に周知し、思考することやと
にかく書いてみることを促すが、現実的にはなかな
か難しい生徒ももちろんいる。
　前掲書『現場ですぐに使えるアクティブラーニング
実践』 のなかで、皆川雅樹は毎時間の「振
り返りシート」項目にチェックリストを入れ、フリ
ーライダーの発生を未然に防ぐ工夫をしており、た
いへん参考になる。
富田、前掲書のなかでは、生徒の「やる気」につい
ての記述がみられる。「『やる気を出させる』ことは、
本来指導者の業務の範囲外である。もちろん我々
はいろいろな形で生徒のモチベーションを刺激する
が、それはあくまで『サービス』であって、それに
よってよりよく授業内容が生徒の頭に吸収されるこ
とが本来の目的である。やる気を出させることを授
業の本来の目的だと考えるのは本末転倒だ」と述べ
たのち、富田氏自身が勉強に目覚めた（やる気にな
った）体験談を語っている。また、「学習者本人と
しても本当の『やる気』の上げ潮を待つ以外、やる
気を出す方法はない。むしろ、本当にやる気になる
までは、勉強を始動しない方が賢明だという考え方

もある」という。
小林、前掲書 のなかで、グループワークへ
の教員の介入方法について述べている。小林は自ら
の経験を踏まえた上で、「放任型」と「干渉型」の
両方を否定しながら、それぞれが効果を持つ条件
を意識しながら使い分けていく大切さを指摘してい
る。
溝上、前掲書 のなかで、「講義には長所短
所があり、それをふまえないで、十把一絡げに講
義を悪玉に帰すのは間違いだ」と述べ、ロビンソン

とコスティン による
講義型の利点を紹介している。溝上の理解するアク
ティブラーニング型授業には、講義型パートも含ま
れており、講義かアクティブラーニングか、といっ
た二項対立的な理解ではなく、両者をうまく配分し
たアクティブラーニング型授業を目指すことが、基
本であるという。
溝上、前掲書 のなかで、アメリカは コー
スの授業が週に複数回行われ、知識獲得を主とする
講義型授業とディスカッションやグループ学習、プ
レゼンテーションを行うアクティブラーニング中心
の演習型授業との組み合わせを紹介したうえで、「日
本のように、コースを講義型・演習型と峻別するこ
とが、少なくともアクティブラーニングの観点から
は、問題を多くはらむ」という。結論として、「学
年や専門科目の深化などによって、講義中心か演習
中心かはさまざまであってよいが、基本形としては、
いかなるコースもすべて講義＋演習の形態を採る。
結果、アクティブラーニング型授業とする」のが理
想であると述べている。
河合塾編、前掲書 のなかで、振り返りとコミッ
トメントの重要性についての記述がある。「教員が
適切なコミットメントを行えば、目標の立て方のど
こに問題があり、どのように考えて行くべきかが学
生にもわかるはずである。『ダメだった』というの
は振り返りにはならないこと、どこかどうダメだっ
たかを考えさせ、具体的に克服することを目標とし
て設定させることを教えることができるはず」であ
り、「今日のような大衆化した大学教育においては、
その自律・自立化に向かう手法としての サイク
ルの意識化こそ、早期に身につけさせるべきもので
ある」という。
拙論『普通科高校における司書教諭と実習助手の
現状――学習・情報センターの充実を目指して―
―』 『学校図書館』 号、全国学校図書館協議会、

に詳しい。本校では、学習・情報センターと
して学校の核となるような学校図書館づくりを目指
しているが、その第一歩は授業で使える資料の選定・



収集から始まった。各教科、分掌の代表者で構成さ
れる「図書選定委員会」を毎年 回に開催し、必要
と思われる資料の希望調査を行い、優先順位をつけ
てもらったうえで、予算の範囲内で書籍を購入して
いる。
本校は、平成 年度から北海道立図書館と連携して
いる。「道立学校図書館支援貸出」に登録しており、
授業に必要な資料を貸し出してもらうことは可能で
ある。しかし現実的な問題として、資料の管理や取
り扱い、本の選定にまで手が回らないなど、課題を
抱えている。
桑田てるみ編『 プロセスで学ぶ　中学生・高校生
のための探究学習スキルワーク』 全国学校図書館
協議会、 では、生徒自身による問題解決のプ
ロセスを客観的に捉えられるように構成されてい
る。従来の学校図書館が提供してきた「図書館の利
用のしかた」にとどまらず、生徒の基礎的な学力向
上、思考力の向上を視野に入れている。テーマ設定
の方法として、「マンダラート」、「マッピング」、「Ｋ
ＷＬチャート」、「 マップ」「情報カード」など
さまざまな方法で探究プロセスが提示されている。
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