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今日の社会の特徴 

• 世界全体のグローバル化・複雑化 

• 個人ニーズの多様化・生活スタイルの多様化 

• 変化スピードの加速  

• 先行きの不透明さ 

• 高度情報化 

• 格差の拡大（所得、教育、福祉サービス） 

• 形骸化したシステムの崩壊  



多様化する社会 

• いろいろな価値観が同居している 

• しかし、「ひとそれぞれ、考え方は多様だよね」
では、すまない状態 

• 権利主張がことさら強調されている。 

• 誰も責任を取ろうとしない。責任の所在もわか
らない。 



社会と学校教育間のギャップは 

年々開いている！ 

義務教育 高校・大学 社会人 

・世界との競争 

・正解のない問題解決 

・高度なコミュニケーシ
ョン 

・激変する産業構造 

・学校という閉じられた世界 

・正解の決まってることの暗記 

・コミュニケーションをとらないでよ
い環境（すきなもの同士のグルー
ピング） 
・固定した人間関係、少数だけの
大人の接触（親、教師、塾講師) 



今や、オンラインで世界中の誰もが安
く学べる状況になった。 

「MOOC」（ムーク） 
 ・「Massive Open Online Course」の略 
 ・ネットを使った「大規模公開オンライン授業」 
 ・世界の一流といわれる大学の授業を無料 
  で動画視聴できる 
 ・宿題、試験もあり修了証も発行される 

JMOOC 
 ・日本版MOOC 
 ・日本語対応 
 ・2013年11月に設立 
 ・産官学のプラットフォーム 



反転授業（FLIPPED CLASSROOM) 

家で動画による講義を受け、知識を習得 
→教室では学んだことをもとに議論、発展
的な課題に取り組む 

教室で知識を習得。 
 時間あれば発展的課題 
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マルチプルインテリジェンス 

児童・生徒によって、
響く学習方法は違う
ということ 



例えばオランダのイエナプラン教育では・・・ 

 
対立解消は基本、生徒同士が行う 

先生が人の感情や
問題解決の一般的
な方法を教える 

生徒同士の問題発生 

当事者生徒同士で解決 

（それでだめなら）仲裁者が入って解決 

（それでだめなら）先生が入って解決 

先生が仲裁者の
育成をしておく 

http://study.japanjenaplan.org/




キーコンピテンシー 

OECDが1999年～2002にかけて行った「能力の定義と選択」
(DeSeCo)プロジェクトの成果で、多数の加盟国が参加して国際的
合意を得た新たな能力概念 



※21世紀型スキル 

世界の教育関係者らが立ち上げた国際団体「ATC21s」（The Assessment and 

Teaching of 21st-Century Skills＝21世紀型スキル効果測定プロジェクト）が提唱
する概念で、これからのグローバル社会を生き抜くために求められる一般的な能力 

21世紀型スキル 

（1）思考の方法……創造性と革新性、批判的思考・問題解決・意思決定、  

             学習能力・メタ認知 

（2）仕事の方法……コミュニケーション、コラボレーション（チームワーク） 
（3）学習ツール……情報リテラシー、ICT（情報通信技術）リテラシー 

（4）社会生活  ……市民性（地域および地球規模）、生活と職業、 

            個人的責任および社会的責任 

             （文化的差異の認識および受容能力を含む） 



国際バカロレアの学習者像 

※国際バカロレア 

インターナショナルスクールの卒業生に、国
際的に認められる大学入学資格を与え、大
学進学へのルートを確保する機構 



生きる力（文部科学省） 



その他、教育について 

もっと知りたい人のためのキーワード 

（検索してみてください） 

• オルタナティブスクール（初等・中等教育において、慣例に従ってきた学
校に比べて柔軟性のある学習計画をもつ学校） 

• フォルケホイスコーレ（デンマークの民衆教育機関） 

• イエナプラン（オランダ、ドイツの異年齢集団の学習） 

• モンテッソーリメソッド（個人が自由に個別活動、縦割りクラス） 

• シュタイナー教育 

• SML（セルフ・マネージド・ラーニング：学びの自己構築）やLLL（ライフ・ロ
ング・ラーニング：生涯学習） （ニュージーランドの教育コンセプト） 

• コスタリカの平和教育（国連平和大学はなぜコスタリカにあるのか？） 

• コミュニティスクール 

• デモクラティックスクール（好きなことを学ぶ、テストなし、ミーティングで決
めるなど） 

 

 



産業構造の変化 

ゆとりかつめこみか？ 

学力格差問題 

生徒の変容 

社会とのギャップ
を埋める 

生徒各自の学力
を生徒自身の力
で伸ばす 



これまでの学びの要素だけでは 

不十分⇒⇒多角的な学びの視点 

振り返る 

表現する 

発表する 

まとめる 

考える 

問題解決 

知る 

調べる 

学びの 

環境作り 

能力開発 

学びの意義 

学び方の 

学び 

知の共有 

チームでの 

協働 

従来の要素 



講義を聞く 

ノートを取る 

試験問題を解く 

そもそも何が問題かを 

自覚する 

問題解決に必要なツールを 

発見し、使う 

解決法などを他人に伝える 

友人からのフィードバックを受ける 

自分の学習法をメタ認知する 

知識理解のみが中心の従来型学習 
問題解決要素のある活用型学習 



講義を聞く 

ノートを取る 

試験問題を解く 

問題解決に必要なツールを 

発見し、使う（必要からのインプット） 

解決法などを考える 

（思考判断力の育成） 

他人に伝える（能動的なアウトプット） 

フィードバックによる修正 

１度だけのインプットとアウトプット 
繰り返されるアウトプットにより、
記憶にも留まりやすい。 



講義を聞く 

ノートを取る 

試験問題を解く 

１度だけのインプットとアウトプット 

間違えた問題について復習の機会 

＋α 

もう一度問題を解く。 

プラスの自信・実力を実感する 



勉強が 

わからない 

つまらない 

●学ぶ意味が不明で無意味と思う 

●学び方がわからない 

●学ぶ方法はわかっていても継続できない 

●学んで役立った・成長できたという実感や
肯定感がない 

学び方を意識的に学ばせることで、学習に向かう
姿勢が向上する 



アクティブラーニングの実例④ 
元埼玉県立越谷高校 小林昭文教諭（現河合塾）の物理の授業の例 



アクティブラーニングの実例⑦ 

まずは、前回の学習を復習する小テストを５分（数学など） 

隣の席の生徒と答え合わせ（どっと盛り上がる）。 

本日の新しい学習内容の説明 

次回の小テスト範囲と問題の予告 



授業設計のポイント１ 

～単なるグループ学習からの脱却～ 

• 学びの設計思想がある。（何を学ばせたいか、
力をつけさせたいか？が明確である。） 

• やりっぱなしで終わらせず、必ず振り返りをさ
せる。 

• できる子のみ・さぼる子に引っ張られないよう
にする。各自のスモールステップの成長があ
る。 （リーダーや記録係の役割交替）。 

・教員の必要かつ適切な介入がある。 



授業設計のポイント２ 

• 先生がしゃべりすぎない。伝達部分は簡潔な
形で。（プリントを用意する、プレゼンにするな
どして時間節約） 

• 生徒側のアウトプット活動を意識する。ただし、
みてくれのいい発表をさせるための活動では
ない。 

• 自主活動はあくまでアウトプット指向で。自由
な学びは学習方法に慣れてから。 

• 生徒の学習ペースにあわせたスモールステッ
プアップ、自己肯定感があがる設計にする。 



授業設計のポイント３ 

• 学び方のマスターを視野にいれることが大切 

• いろいろな学び方をする中で、どれが自分向
きかを開発する段階。（視覚系、聴覚系、体
感覚系、左脳系、右脳系など） 

• 失敗を恐れない姿勢。そもそも失敗はない。
“失敗”は他人の評価。自分自身で自分の学
習マスター段階を評価できることが大切！ 

（学校は安心して失敗できる場であるべき） 



活用型学力をつけるための 

授業をはじめる時の違和感 

• 生徒にアウトプットの機会を与える時間をつく
るので、何か自分（先生側）がさぼっているの
ではないか・手持ち無沙汰という違和感⇒見
守る時間でできることもあります。（早く終わる
生徒に次の課題提示、遅れている生徒への
声かけ等） 

• 他の先生がやっていない中で行う違和感⇒
大丈夫です。先生方は最先端のラーニングメ
ソッドを実現中です！ 



・まずは、講義の基本スキルは必要。 

（静かに話を聴かせる、講義内容が生徒に分か
り易く届けるなど） 

・アクティブラーニングをやらせることが目的で
はなく、あくまで「つけさせたい力があるから
やる」姿勢が必要。 

・アクティブラーニングの適材適所は授業のど
の場面かを見極める。 

・講義＋演習＋振り返りのバランス 


