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本日の研修内容 

1. アクティブラーニングとは何か？ 

 

2. なぜアクティブラーニングなのか？ 

 

3. アクティブラーニングの具体例 

 

4. AL型授業設計のためのルーブリック 
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そもそも アクティブ・ラーニング 
とは何? 

• 政策的定義としてのアクティブ・ラーニング 
 

• 学術的定義としてのアクティブ・ラーニング 
 

• 実践的定義としてのアクティブ・ラーニング 
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政策的定義としてのAL 

• 教員による一方的な講義形式の教育と
は異なり、学修者の能動的な学修（授業
時間内だけでなく授業外も含めた学び）
への参加を取り入れた教授・学習法の
総称 

 
『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて』 

平成24年8月28日中央教育審議会の用語集より 
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学術的定義としてのAL 

• 一方向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
スの外化が伴う。 

 
 

 

『アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換』  溝上慎一著 東信堂 

文章や会話，発表などを通じて，自分の
頭の中にある思考を外に出すこと 
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実践的定義としてのAL 

• （アクティブラーニングの指標実践と
しての）ワークショップ型授業では、
「授業の中心に活動がある」ように
設計する。その体験を「学び」に結び
つけるために「ふりかえり」をする。 
 

『ワークショップ型授業で国語がわかる＜小学校＞』 

上條晴夫編著 図書文化 
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アクティブラーニングについて 
 

アクティブラーニング的に 
理解を深めてみます 
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アクティブラーニングにおける 
重要キーワード 

 
主体的な学び  
対話的な学び 
深い学び 

8 



問い 
 
「主体的な学び」と言われた時に 

あなたがいままで行った（あるいは
見てきた）授業の中で 
代表的な授業シーンを 
１つ思い浮かべてください 
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10 
H28/8/26次期学習指導要領等に関するこれまでの 審議のまとめ（文科省）より 



問い 
 
「対話的な学び」と言われた時に 

あなたがいままで行った（あるいは
見てきた）授業の中で 
代表的な授業シーンを 
１つ思い浮かべてください 
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12 
H28/8/26次期学習指導要領等に関するこれまでの 審議のまとめ（文科省）より 



問い 
 
「深い学び」と言われた時に 

あなたがいままで行った（あるいは
見てきた）授業の中で 
代表的な授業シーンを 
１つ思い浮かべてください 
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14 
H28/8/26次期学習指導要領等に関するこれまでの 審議のまとめ（文科省）より 



なぜ 問いを先に提示したのか？ 

• 問いからはじまると、主体的に考える 

• 問いからはじまると、対話がおこる  

• 問いからはじまると、深い学びがおこる 

    ↑  ↓ 

• 誰かの正解の解説から入ると、受動的にそ
れを覚えようとし、対話はおこらず、表面的な
理解に留まる・・・ 
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16 H28/8/26次期学習指導要領等に関するこれまでの 審議のまとめ（文科省）より 



17 H28/8/26次期学習指導要領等に関するこれまでの 審議のまとめ（文科省）より 



18 

H28/8/26次期学習指導要領等に関するこれまでの 審議のまとめ（文科省）より 



http://www.gakuryoku.gakken.co.jp/pdf/highschool_forum/ 
2015dl/03_documents_201508.pdf 19 



なぜ アクティブ・ラーニング？ 

20 



アクティブ・ラーニングの背景 

1. 学習指導要領の変化：教育基本法の改正、
学校教育法の『確かな学力』、言語活動や
各教科における『探究的な学習活動』 

2. 国内外学力調査（PISA、全国学力調査）論理
的思考力、自己肯定感、学習意欲、社会参
画意識の向上 

3. 資質・能力の育成への注目『何を教えるか』
から『どのように学ぶか』 社会に必要な資
質・能力が強調されてきている 
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アクティブ・ラーニングの意義 
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アクティブラーニングの意義 

• これからは、知識労働者が増大する 

         『知識基盤社会』 

・教科に関する知識か
ら、学習の方法論を学
ぶ 

・学習継続の能力 

・学習の意欲（学校教
育にとどまらない生涯
学習） 23 



アクティブラーニングの意義 

“ラーニングピラミッド”を加筆・修正 24 

低い 

高い 
他人に教える 

自律的に練習する 

議論する 

実演実験する 

視聴する 

読む 

講義を聞く 

学習活動と習熟度や定着率の関係 

学習の 
定着率 



アクティブラーニングの意義 

・一部の優秀な
人が教える 

旧来の方法 これからの方法 

・テクノロジーが教える
（動画再生、検索、AI) 

・全員が協同的な
学びをする 
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アクティブ・ラーニングの特徴 
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アクティブ・ラーニングの特徴 

１． 「活動＝アクティビティ」が自由度を生む 

 

教師の話を黙ってきくのではなく、アクティビティ
を入れることにより、学習者の意欲に灯をつけ
る。 

先生方が小学生時代に印象に残った授業には、
なんらかのアクティビティが伴っていませんでし
たか？ 
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アクティブ・ラーニングの特徴 

２． 「振り返り」で学びを外化する 

 

頭の中にある考えを外に出す。理解の不十分
さを自覚し、正確さをおぎなったりつながりを発
見していく。 

 

逆に、外に出さなければ理解のチェックもでき
ないし、他者との理解の違いも確認できないし、
自分以外の学び方の違いを知ることができない 
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正解が唯一で 
誘導する 
工業社会モデル 

問題発見・解決 
知識基盤社会モデル 

試
行
錯
誤
・失
敗 

説明 

説明 

説明 

まとめ 

知識理解 
思考判断力・ 
表現力・ 

コミュニケーション力 

調べて知識インプット 

アウトプットしてフィードバックをもらう 
知識を修正したり、加える 

自己省察力 
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アクティブ・ラーニングの特徴 

３．「アクティビティにより調整の反復ができる」 

積み上げ型教材 
螺旋型教材（AL型の典型） 

内容が 
一律固定化 

似た活動を変
化をつけて繰り
返す 

アウトプットと
振り返り 

アクティビ
ティを修正 

小分け化 

順序化 
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-hOOph9PJAhUmH6YKHZsODqcQjRwIBw&url=http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%BC-%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%AC/dp/B003KHER2M&bvm=bv.109910813,d.dGY&psig=AFQjCNHmV7blWD54K5h7tCJftFuNuerwgw&ust=1449897524521647


http://www.jasce.jp/conf11/program/04.pdf 
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アクティブラーニングの特徴 
~自己紹介の実例で見る~ 

挨拶 

氏名 

好み 

決意 

型を教える 

練習させる 

順番に発表させる 

型を教える 

従来型 AL型 

グループ内で発表、 
評価させる 

仲間からのフィードバックをもらう 
良い見本やコツを知る 

修正する 
★学んだことや特徴 
自己紹介の手順１種類のみ 
正解を再生する  やらされ感 
長期記憶に残らない 

★学んだことや特徴 

人前で自分を表現する資質・能力の育
成  多様な正解を見出す  楽しい 
エピソードの長期記憶として残る 32 



アクティブラーニングの具体例 
 

動画サービス 
Find!  アクティブラーナーより 
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https://find-activelearning.com/
https://find-activelearning.com/


ペーパーテストだけでない、 
多様な評価方法が 
今後注目されていく 

34 



35 H28/8/26次期学習指導要領等に関するこれまでの 審議のまとめ（文科省）より 



授業設計のための 
ルーブリック 

• ルーブリックとは、評価基準の表のこと 

• 授業設計の段階で、ルーブリックを作成して、そ
れを使うことにより、「主体的、対話的で深い学
び」の要素などについて予めチェックすることが
できます 

• ルーブリックは授業での生徒支援・質改善など
に役立ちます 
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ご静聴ありがとうございました 

• ご質問など 

 linkandcreate@gmail.com  福島まで 

 

本日の資料は、ここにあります 
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