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「知識構成型ジグソー法」と「KP 法」を取り入れた授業の試み

－高齢社会を題材とした授業改善に向けた大学教員と家庭科教員の取り組み－

土屋　善和 1・千葉　眞智子 2

Trial of lesson that adopted “Knowledge Constructive Jigsaw Method” and “KP Method”
 -Action with university faculty and home economics

teacher for the class improvement about the aged society-

Yoshikazu Tsuchiya   Machiko chiba

１．研究の背景及び本研究の目的

　共同研究者である第 2 筆者の現職家庭科教員とは、チョコレートを教材とした消費生活に

関する授業を 2014 年から 2016 年の 3 年間実践してきた（土屋ら 2016　2019　土屋・千葉　

2017）。授業は、生徒にとって身近なチョコレートの背景にある児童労働という社会問題に目を

向けさせ、自身の消費行動について考えさせるという内容であった。授業では特に生徒同士の「相

互作用」に着目して、批判的思考を促すための手立てを講じてきた。それらの授業の成果として、

生徒の意識変容がなされただけでなく、募金活動や文化祭でのフェアトレードチョコレートの販

売、学外コンテストへの応募など行動の創出がなされたことが挙げられた。さらに現在では、学

校全体を巻き込んだ SDGs の取り組みにまで発展しており、学校の魅力的な取り組みの 1 つと

もなっている。

このような手応えから第 2 筆者は、高齢社会の学習においても生徒の意識や行動を変えられる

ような授業ができないかという想いとなった。また、現在学校教育において主体的・対話的で深

い学び（アクティブ・ラーニングの視点）を取り入れた授業の必要性が求められており、本領域

でもそうした授業を試みたいと考えたのであった。

そこで、上記のような想いと問題意識を踏まえ、2017 年から 2018 年の 2 年間にわたり、家

庭科教員と共同で高齢社会を題材とした授業検討を行った。本研究は、2 年間の授業改善に向け

た取り組みの経緯を述べていき、主体的・対話的で深い学びの検討のための授業研究について示

していくこととする。さらに、主体的・対話的で深い学びとして「知識構成型ジグソー法」と「KP
法」を取り入れた高齢社会を題材とした授業提案を行う。

２．授業実践校の概要

　対象は、第 2 筆者の勤務校でもある神奈川県内の私立中高一貫の女子校である。対象者は高

校 2 年生、授業の実施時期は 2017 年と 2018 年である。まず 2017 年に試行的に授業を実施し（実

践①）、そこでの課題を踏まえつつ、主体的・対話的で深い学びとするために、「知識構成型ジグ

ソー法」及び「KP 法」を取り入れた授業を 2018 年に実施した（実践②）。なお、授業改善の取

り組みは、年に 3 回ほど家庭科教員と打ち合わせを行い、授業の様子や課題を聞きとった上で、

第１筆者より課題解決に向けた授業提案をして、生徒の実態と照らし合わせながら共同で授業の

内容や構成を精査していくという流れで行った。

1 琉球大学教育学部　2捜真女学校
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３．試行的に実施した授業（実践①）
（1）現職教員が持つ課題

　当初、第 2 筆者から 2 つの課題が挙げられた。1 つ目は、例年本題材の授業がどうしても教科

書の内容をなぞるだけの板書中心の学習となり、生徒が主体的に学びに向かっていない、あるい

は興味・関心を持てていないということであった。それは、教師自身が本題材において何をどの

ように取り扱っていけばよいか悩みを持っていることとも関係していた。本題材の重要性は理解

しつつも、何をどのように扱えばよいのか、どうしたら生徒が遠い未来である高齢者について「自

分事」として捉え、深く考えたり考えを広げたりすることができるのかがわからないため、結局

教科書の内容を押さえる授業となってしまっていた。

2 つ目は、生徒が高齢社会を生きる上で、自分たちがどのような生活をしていけばよいのかを

考えることができておらず、行動の創出までいきついていないという点であった。この課題につ

いては、1 つ目の課題とも関連する。教科書の内容を押さえるだけで、生徒が思考する場面が設

定されていなかったのである。授業の中で高齢社会において何ができるのか、どのような行動を

していったらよいのかという問いがなければ、行動の創出につながらないのは当然であっただろ

う。行動の創出に至るためには、考えを広げ深められる問いや思考場面の設定が必要であると考

えられた。

（2）授業計画と実践

　第２筆者の課題解決に向け、まずは今までとは異なる授業を意識して、試行的な授業を実施す

ることとした。

　課題の 1 つ目でもある従来実施している教科書の内容をなぞるだけの授業から脱却すべく、土

屋・堀内（2013）が提案した実践をもとに授業づくりを行った。土屋・堀内は、批判的思考力

を育成するという観点から高齢社会を題材とした 2 時間の授業を構想している。1 時間目は主に

スライドを用いた高齢社会及び高齢者に関する情報提供を行い、2 時間目は個人及びグループで

高齢社会における問題点とその解決方法について考える活動が設定されていた。それをもとに提

案した授業の概要を表 1 に示す。授業は 2 時間つづきで実施された。

学習活動

1時間目 パワーポイントによる高齢社会及び高齢者に関する情報提供

（現在の日本の高齢化の状況、高齢者の家族形態、生活状況、世代間交流、高

齢者の望むこと等）

2時間目 「高齢社会をよりよく生きるために私たちにできること」を考える。

（個人・グループ活動）

・付箋にはそれぞれの立場でできることを記入し、KJ 法で模造紙に整理する。

なお、付箋の色で下記のように立場を分けて記入する。

　　赤→個人（家族）でできること 　　緑→地域でできること

　　青→社会でできること

・模造紙の上に、付箋の意見を踏まえ、自分達の活動や行動がどのような社会

の実現につながるかを考えて、「私たちが目指す○○社会」と記入する。

表 1　授業概要（2017 年実践①）
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　まず、1 時間目はパワーポイントによる高齢社会及び高齢者に関する情報提供を行った。スラ

イドや資料の内容は、2 時間目の活動にもつなげることを意識し、高齢社会の状況のみではなく、

高齢者の生活実態に関する情報なども提供をした。ここでは、教科書に記載されている情報を用

いるのではなく、こちらでストーリーを組み立てながら、生徒に考えさせるような内容を取り入

れた。生徒にただ情報を伝えるのではなく、2 時間目の活動を意識しつつ、情報同士を関連づけ

られるように整理して伝えることで、何をどのように取り扱っていけばよいかわからないという

教員の課題を解決できるものと考えた。さらに、それらの内容は主にデータで示していき、随所

にそのデータから考えさせる（あるいは気づかせる）ための発問も設定した。例えば、「高齢者

の家族形態の変化」を示しながら、「高齢者だけで暮らして何か問題はないだろうか」や、「高齢

者の世代間交流を促進するために必要なこと」というデータを示しながら、「高齢者と若者が交

流するためには何をすればよいのだろう」などの発問である。ただし、本時では発問を示すのみ

で、発問について十分に考える場面は設定していない。

　また、2 時間目は、多様な視点から高齢社会における問題と解決方法について思考するような

手立てを講じた。「高齢社会をよりよく生きるために私たちにできること」をテーマに、「個人（家

族）」「地域」「社会」の立場でできることを付箋に記入し、模造紙にまとめさせた。模造紙にま

とめる際には KJ 法を用いて、似ている意見はグルーピングをさせ、さらにグループ名を記入さ

せた。最後にそれらの意見を踏まえ、「私たちが目指す○○社会」というキャッチフレーズを考

えさせた。この活動では、多様な視点から高齢社会の問題解決に関わる行動を考えさせることで、

実際に自分が何をしたらよいのかを地域や社会の視点からも捉えられるようになることを期待し

た。これは、2 つ目の課題から見出された、考えを広げ深められる問いと思考場面の設定から講

じた手立てであった。

　土屋・堀内の実践から大きく変更した点は、グループワークの部分である。土屋・堀内の実践

では、「問題点」「解決のビジョン」「解決方法」を付箋の色を分けて記入し、KJ 法で整理をしていっ

た。本時では、付箋に記入する内容は「私たちにできること」とし、付箋の色は「立場」で分け

るようにした。

（3）授業の成果と課題

　普段は教科書の内容にもとづいた板書中心の授業であったが、今回はパワーポイントを使用し

たため、今までの授業よりも生徒が興味・関心を示していた様子がみられた。生徒に示される

情報が高齢者の生活実態に迫るものでかつ生徒に考えさせる内容であったということが要因の 1
つであるだろう。さらに、本時ではその情報を主にデータで示している。言葉で伝えてしまう場

合、生徒がその言葉について「知る」ことはできるが、「考える」ことができるかというと、必

ずしもそうとは言い切れないだろう。しかし、データで示すことにより、生徒はそれらを読みと

り、何を意味しているのかを考えなければならない。またデータと関連した発問は、データ自体

に答えがあるわけではないため、それらから読みとれること以外で考えなければならない。この

ようなデータ及び発問を提示したことで生徒は思考を働かせたため、興味・関心を持ったものと

推察される。

また、後半は高齢社会の課題と解決方法について考える場面が設定されていた。今までの授業

では取り入れられていなかった「思考をする場面」を設定したことで、生徒が高齢社会について

様々な思考を巡らせることができた。特に、ここでは「自分」という立場だけではなく、「地域」

や「社会」と視点を広げたことで、多様な立場での解決方法を見出している様子であった。

以上のような従来とは異なる形態の授業を実践した結果、第 2 筆者は今までにはない手応えを

感じたようであった。しかし一方で、いくつかの課題もみられた。高齢社会及び高齢者に関する
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情報をパワーポイントで示すことにより、板書よりも興味・関心を引きつけることができたが、

やはり主体的に学びに向かえるという学習形態ではなかった。1 時間目のパワーポイントを使用

する情報提供は教師主導であるし、発問は設定されていたが、発問についての話し合い活動や発

表をするといった場面は設定されてはいなかった。したがって、生徒の「主体的な学び」に課題

がみられた。

また第 2 筆者は、授業を通して生徒が具体的な自身の行動を考えるということも課題として挙

げた。特に、2 時間目の活動については、「地域」や「社会」などの立場を設定したことで、多

様な立場から高齢社会の問題と解決方法について思考を巡らせることはできたが、「自分事」と

して捉えきれていない様子もみられた。それは、複数の視点を設定してたが故に、考える範囲が

広くなり、1 つ 1 つの意見が表面的なものになってしまったためである。例えば、社会にできる

こととして制度面の取り組みが挙げられていたが、実際にそれは可能なのかやその制度には別の

課題もあるのではないかなど、出された意見の吟味・検討はなされてはいなかった。つまり、考

えを創出することはできているが、「深く考える」ところまでは至っていなかった。したがって、

生徒の「深い学び」にも課題が見出された。

以上のように、一定の成果はみられたものの、「主体的な学び」・「深い学び」に関わる新たな

課題も見出されたのであった。

４．「主体的・対話的で深い学び」につながる授業（実践②）

（1）実践①の課題を踏まえた授業計画

　実践①で見出された成果と課題を整理し、次の実践に向けた授業検討を行った。

まず、主体的に学びに向かえないという状況を打開すべく、単なる情報提供ではなく、生徒が

主体的にならざるをえない活動を取り入れることを考えた。しかし、スライドでふれる内容は本

領域における重要な情報であり、生徒の興味・関心を引きつけるものでもあったため、何かの形

で情報提供はすべきであると考えた。さらに、本時が独自の題材と学習内容で設定されたもので

はなく、学習指導要領に準拠した授業づくりとするために、教科書の内容にもふれる必要があっ

た。理由は、特別に設定された授業ではなく、あくまで家庭科の学習内容として位置づけられて

いるということを、教師・生徒共に意識できるようにするためである。そこで、それらの内容を

盛り込んだエキスパート資料を用いた「知識構成型ジグソー法」を取り入れることとした。

三宅（2016）は、協調学習を引き起こす仕掛けの 1 つとして「知識構成型ジグソー法」を示

している。「知識構成型ジグソー法」とは、「生徒に課題を提示し、課題解決の手掛かりとなる知

識を与えて、その部品を組み合わせることによって答えを作り上げるという活動を中心とした授

業デザインの手法」である。知識構成型ジグソー法では、「問いについて個人で考える」、「エキ

スパート活動」、「ジグソー活動」、「クロストーク」、「問いについて学んだことを踏まえて個人で

考える」という 5 つの段階を踏む。この中でも、エキスパート活動とジグソー活動は生徒同士

が関わり合う場面となり、対話的な学びが生まれることが期待されるため、生徒の主体的な学び

が促されると考えた。

また、エキスパート活動では、次のジグソー活動で他者に伝えられるようにエキスパート資料

の内容を十分理解し、さらに考えたことをまとめなければならない。ジグソー活動では、自分の

担当と異なる相手がグループとなるため、必ず自分の立場の意見を表出しなければならない。つ

まり、それぞれの生徒に役割が付与されることにより、学習への主体的な参加が望めるのである。

　次に、表面的な意見となってしまう、考えが深まらないという課題について検討した。実践①

では 2 時間で課題発見から解決まで行ったため、情報や視点が広く浅くなってしまった可能性

がある。そこで本時は高齢社会及び高齢者の現状把握と課題発見に重きを置くこととした。その
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ためメインの問い（本時の課題）は、高齢者の現状について深く読み解くために、「高齢者はど

のような暮らしを望んでいるだろうか」とした。

　また、主体的に学びに向かう、考えを深める手立てとして「KP 法」を取り入れた。KP 法は

「紙芝居プレゼンテーション」とよばれるもので、グループの意見を端的に用紙にまとめ、紙芝

居形式で発表をする手段である。川嶋（2016）は KP 法には「個人・グループの思考整理の道具」

としての機能があるとしている。発表用紙を作成する際に、相手に伝わりやすい表現やキーワー

ドを吟味・検討する中で、思考が整理されていくからである。端的に表現しなければならないが

故に、単純に考えたことをそのまま伝えるのではなく、わかりやすくまとめる必要がある。した

がって、KP 法により何をどのようにすれば伝わるのかをグループで試行錯誤するため、生徒の

思考が深まると考えた。

　実践①で取り入れた KJ 法も思考整理の手法としては有効であるだろう。一方 KP 法はプレゼ

ンテーションが前提となっているため、「相手を意識した」思考の整理が必要となる。つまり、

自分たちの意見や考えに対する客観的な視点が要求される。自分たちの考えを客観的にみつめる

ことで、考えをさらに練り上げることになるのである。

　以上の経緯より、実践①の課題解決に向け、かつ主体的・対話的で深い学びにつながる授業と

して、「知識構成型ジグソー法」と「KP 法」の 2 つの手法を取り入れた授業を検討し実践する

こととなった。

①知識構成型ジグソー法

　高齢社会及び高齢者に対する基礎的な理解を促すために、知識構成型ジグソー法を取り入れる

こととし、メインの問いとエキスパート資料について検討を行った。

まず、メインの問いは「高齢者はどのような暮らしを望んでいるだろうか」と設定した。本時

が高齢社会及び高齢者の現状把握と課題発見として位置づけていることから、高齢者の実態に迫

れるような問いが必要になる。「どのような課題があるのか」では、ただ課題を並べるだけとなり、

実践①同様、表面的な考えとなることが予測された。課題発見にあたり、高齢者の現状や想いを

十分に把握する（あるいは考える）必要がある。そこで、高齢者の暮らしを具体的にイメージす

るために、高齢者が望む暮らしについて考えさせることとした。

次に、問いに迫るための 4 種類のエキスパート資料を用意した。なお、エキスパート資料のテー

マは表 2 のとおりである。また、実際のエキスパート資料を図 1 に示す。

エキスパート資料 A；日本の高齢化の動向…日本の高齢化率、高齢者・生産年齢人口の定義など

エキスパート資料 B：高齢者の暮らし…高齢者の世帯構成、老齢年金など

エキスパート資料 C：高齢者の身体的特徴…高齢者の家庭内事故、健康寿命、バリアフリーなど

エキスパート資料 D：活躍する高齢者…活動する高齢者の写真、高齢者インタビューなど

　

エキスパート資料を作成する際に、意識したことが 3 点ある。

　1 点目は、教科書に示されている学習内容にもふれるということである。特別な情報も必要で

あるだろうが、あくまで本時を学習指導要領に準拠した学習として位置づけるためである。具体

的には教科書に記載されている用語の説明等を載せた。また、高齢社会や高齢者の現状等につい

てふれる際、どうしても生徒に警鐘を鳴らすようなネガティブな情報提供となりがちとなってし

まう。もっと高齢者の生活をポジティブに考えて欲しいという第 2 筆者の想いから、高齢期の

表 2　エキスパート資料の内容
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生活を肯定的に捉えるために、高齢者の活躍やインタビューの内容をエキスパート資料 D とし

て取り入れた。なお、ここで用いた高齢者のインタビューは、生徒の身近な存在でもある実践校

の教員に聞き取りをしたものであった。

　2 点目は、ただ文章を並べるのではなく、情報を読みとって考えさせるように、データ等を用

いた。実践①でも用いた手法であるが、生徒が主体的に学びに向かえるだけでなく、思考を働か

せることになると考え、本実践でも取り入れることとした。

　3 点目は、各エキスパートの問いである。各エキスパート資料に問いを設定しているのだが、

メインの問いと同一の「高齢者はどのような暮らしを望んでいるのだろうか」とした。これは、

エキスパート活動で考えることとジグソー活動で考えることに齟齬があると、考えることが定ま

らず煩雑になると予測されたからである。生徒が1つの問いに対しより考えを深められるように、

各エキスパート活動でもメインの問いについて考えることとした。

　以上、3 点を意識して各エキスパート資料を作成した。

② KP 法

　メインの問いに対する答えについて協働的かつ対話的に考えさせるために、KP 法を取り入れ

た。本時ではメインの問いに対する意見をグループで考え、Ａ 4 用紙 4 ～ 6 枚にまとめ、1 分

30 秒で発表をするという方法をとった。つまり、知識構成型ジグソー法のクロストークに KP
法を用いたのである。

　KP 法を取り入れた理由については先述しているが、クロストークの際に取り入れたことにも

意図がある。KP 法が思考整理の道具として機能を発揮するのであれば、メインの問いについて

ただ考えて発表をするという活動よりも、KP 法を用いた方が生徒の思考が深まると考えたから

図 1　エキスパート資料（エキスパートＡ：日本の高齢化の現状）
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である。クロストークでは、メインの問いに対する考えを画用紙等にまとめて発表するスタイル

がよくとられる。そうした授業のエキスパート活動の様子をみると、メインの問いに対する考え

は出るが、その考えについてさらに考えるという様子がみられないことがある。一旦考えが出て

しまうと、それらを吟味・検討したり、さらに意見を練るというところにまで至らず、考えが深

まらないのである。KP 法ならば、メインの問いに対する考えを出した後に、どのようにすれば

相手に伝えられるのか、どのようなキーワードや情報を提示すればよいのかなど、思考を巡らせ

ることになる。その中で、メインの問いに対する考えがさらに練られていくとだろう。

（2）授業の実践

　それでは、「知識構成型ジグソー法」及び「KP 法」を取り入れた授業概要について表 3 に示す。

なお授業は 2 時間つづきで実施された。

図 2　エキスパート活動の様子 図 3 ジグソー活動の様子

表 3　授業概要（実践②）

学習活動

【1時間目】

導入(5分)
「高齢社会を生きる上で私たちは何をすべきか」について個人で考え，プリント

に記入する。

展開Ⅰ

(45分)
1.高齢社会及び高齢者について知る・考える。

【知識構成型ジグソー法】

メインの問い：高齢者はどのような暮らしを望んでいるだろうか？

（1）個人でメインの問いについて考える（5分）

（2）エキスパート活動（個人5分　グループ10分）

（3）ジグソー活動　（共有：15分　メインの問いの検討：10分）

【2時間目】

展開Ⅱ

(40分)

2.高齢者はどのような暮らしを望んでいるのかグループで考え発表する。　

【KP法】　(説明：5分　検討：15分　発表：20分)
　＊（4）クロストークを含む

まとめ

(10分)
「高齢者が望む暮らしを送るために何が必要か」と「高齢社会を生きる上で私た

ちは何をすべきか」について考え、(導入と同様の)プリントに記入する。
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1 時間目では、授業の最初に「高齢社会を生きる上で私たちは何をすべきか」を個人で考え、

プリントに記入をさせた。これは、学習前の生徒の考えをみとるためである。次に、エキスパー

ト活動とジグソー活動を行った（図 2、3）。エキスパート資料は表 2 で示した 4 種類である。ま

ず、個人で考える時間をとり、その後グループで個人の考えを共有しながら問いに対する考えを

まとめていった。その後、ジグソー活動に移るのだが、ここでは最初にそれぞれのエキスパート

資料の説明と問いに対する考えを発表させ、各エキスポート資料の情報を共有させた。それが終

わった後に、メインの問いについてグループで検討を行った。

　2 時間目は、KP 法の発表がメインとなった。生徒は KP 法による発表を行うのは初めてであっ

たため、2 時間目の最初に教師が KP 法の説明を、KP 法を用いて行った。その後、1 時間目の

ジグソー活動で考えた意見を、KP 法で発表するために練り上げる活動を行った。そして検討後

に、すべての班が 1 分 30 秒の持ち時間で発表をした（図 4、図 5）。発表の準備をする際には、

用紙にどのように・どのような情報を載せるかを考えている様子がみられた。また発表の際には、

用紙を貼る位置にも工夫をしていた。矢印などをホワイトボードに記入して、用紙を構造的に示

す班もあった。さらに、みなに訴えかけるように発表するグループや寸劇を取り入れて発表する

グループなどもあり、発表にはグループ毎の個性が表れていた。

発表内容については、各グループの意見を比較ができるように、発表で用いられたプリントは

ホワイトボードに残していくようにした（図 6）。

図 4　KP 法によるクロストークの様子① 図 5　KP 法によるクロストーク②

図 6　KP 法による発表の内容
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　授業の最後にはまとめとして、「高齢者が望む暮らしを送るために何が必要か」と「高齢社会

を生きる上で私たちは何をすべきか」を個人で考え、導入と同じプリントに記入をさせた。

まとめの 1 つ目の問いは、メインの問いと関連させている。これは、本時を通して生徒が高齢

社会及び高齢者に関する課題解決に向けてどのようなことを考えられようになったかをみとるた

めに設定した。しかし、先述したように、本時は現状把握と課題発見という位置づけであるため、

課題解決に関する考えを深める手立ては講じてはいない。したがって、課題解決について現段階

でどのようなことが考えられるのかということに留めている。

２つ目の問いについては、学習前の考えとの変化をみるために設定した。なお、生徒自身も学

習前の自分の意見を見つめ直せるように、同じプリントに記入できるようにした。これにより、

生徒も学習前後の自分の考えを比較することができるため、学習を通した変容を実感できるので

はないかと考えた。以上が実践②の授業の流れである。

（3）頻出語句からみえる生徒の考えの変容

　ここでは、生徒の考えの変容をみるために、学習前後の記述に出てくる頻出語句に着目した。

そこで、KH Coder を用いて、学習前後の「高齢社会を生きる上で私たちは何をすべきか」に対

する生徒の記述における抽出語の分析を行い、変化をみていくこととした。学習前後の生徒の記

述における抽出語の分析結果を表 4 に示す。なお、表の左は学習前に多かった語句を、右は学

習後に多かった語句を順に示している。

　学習前の記述における抽出語をみると、「年金」「お金」「貯金」が上位であることがわかる。

経済的な側面から高齢社会においてすべきことを考えていたことがうかがえる。

　一方、学習後の記述における抽出語をみると、「若者」「関わる（関わり）」、「地域」、「コミュニケー

ション」、「交流」といった語が学習前に比べて頻出していることがわかる。学習後は、人（地域

の人、家族、若者と高齢者）との関わりに着目した意見が多く挙げられるようになったと考えら

れる。特に「関わる（関わり）」という言葉は学習前にはなかった語句である。高齢社会におけ

る行動についての考えが、経済的な視点から人間関係の視点へとシフトしたのであった。しかし、

「年金」や「お金」など、学習前に頻出した語句は学習後においてもいぜんとして述べられてい

ることから、視点が学習前後で全く変化したのではない。学習前の視点も取り込みつつ新たな視

点を得ていることから、「視点が広がった」のではないかと推察することができる。

　学習後、最も頻出した語句が「若者」である。具体的な記述をみると、例えば、「高齢者に対

しての理解、今の高齢社会の知識を増やし，理解を深めようと若者から動かなければいけないと

思った」や「若者と高齢者の距離をもう少し縮めることが大切だと思う」など、若者がすべきこ

とが記述されていた。若者のすべきことを考えていたのであれば、それは若者である自分たち高

校生が高齢者に対してすべきことも見出せたのではないかと推察される。ここより、本領域につ

表 4　生徒の記述における抽出語

抽出語 学習前 学習後 抽出語 学習前 学習後

年金 46 13 若者 13 75
お金 35 11 関わる（関わり） 0 62
貯金 32 10 地域 7 32
貯める 23 6 コミュニケーション 4 27
税金 12 4 交流 3 16

自立 0 13
生きがい 0 11
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いて「自分事」として捉えることも、一定程度は達成できたと考えられる。

また、学習前にみられなかった語句としては「自立」や「生きがい」も挙げられた。これは

エキスパート資料 D の内容と関わる語句であるだろう。高齢者を「弱者」と捉えるのではなく、

生活主体としての捉えが生まれたのではないかと推察される。

以上のように、学習前後の記述における抽出語句の比較をしても、学習を通した生徒の考えの

変容がうかがえた。

（4）授業の評価

　「知識構成型ジグソー法」と「KP 法」は、生徒が主体となって進める必要がある。その結果、

教師が介入する場面は以前の授業に比べかなり少なくなった。特にジグソー活動では、自分の担

当を他者に説明しなければならないため、1 人 1 人に役割が与えられたことで、すべての生徒が

参加できる（しなければいけない）授業となった。また、KP 法での発表も、意見を練り上げる

だけでなく、発表用紙の作成もあるため、単にグループで意見をまとめて発表する活動より、生

徒が関わらなければいけない場面が多くあった。したがって、実践①よりも生徒の主体的に学ぶ

様子がみられた。

教師の介入と子どもの学びについて安慶名ら（2011）は、小学校の調理実習において、教師

の介入が少ない方が、探究型の話し合い活動ができていたことを示している。つまり、教師が子

どもたちに必要以上に指示や指導をしない方が、子どもたち自身が何をどうすればよいかを自ら

思考を巡らせることとなるのである。つまり、生徒に委ねられる活動を設定することが、主体的

な学びにつながると考えられる。

また、KP 法は様々な表現の仕方を可能とした。自分たちなりの工夫ができることは、生徒の

やる気や楽しみとなり主体的な学びにつながるだろう。さらに KP 法では、考えをだらだらと述

べるのではなく、端的にわかりやすい表現を用いなければならない。ここに、「メインの問いに

ついて考えを出しただけで終わらない」仕掛けがあった。考えを深めるための手立てとして、考

えの表出方法の工夫も重要となることが示唆された。

５．おわりに

　本研究では、第 2 筆者である現職家庭科教員の課題を出発点に高齢社会における授業検討を

行い、最終的に主体的・対話的で深い学びにつながる授業を提案した。課題を明らかにしながら

その 1 つ 1 つに対して手立てを講じた結果、今回の授業提案に至ることができたと考えられる。

授業改善に向けては、教師が「何をしたいのか」も確かに重要であるが、まずはその背景にあ

る「何が課題であるのか」を明確にする必要がある。「何をしたいのか」ということが、教師の

課題と乖離している場合、「特別な授業」を実践しただけにすぎず、教員の日々の授業改善には

つながらないだろう。そして、課題が明確になった後は、課題に対する解決方法を検討し、それ

を実践・評価を行う。さらに新たな課題を次の授業づくりにつなげる。これは、まさに家庭科の

学習指導要領でも示されている課題解決の過程である。

一方、本研究では、実践を提案したに過ぎず、客観的な根拠をもって主体的な学び・深い学び

となったかを示すことはできていない。今後の課題としては、主体的な学び・深い学びとなり得

ていたかを、生徒の学びの記録から客観的に示していくことである。
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