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小学校社会科における児童が主体的・対話的で深い学びの 

実現に向けた学習過程モデルの効果 

!
木 村 明 憲(京都市立梅小路小学校・関西大学総合情報学研究科) 
黒 上 晴 夫(関 西 大 学 大 学 院 総 合 情 報 学 部) !

本研究では，小学校社会科の6年生の歴史学習で，自己調整的な学習を行いながら，歴史に関わる
知識の習得を保証し，情報活用能力を身につけられる学習過程モデルを開発した。そして，その効果
を検証するために，①単元の最後に実施した単元テストについての調査，②単元の導入時に指導者が
示した重要語句（小学校学習指導要領解説社会科編の内容の取り扱いで示されている指導事項及び，
第一筆者がその時代の歴史を学習する上で必要であると判断した語句）が，単元の終盤に作成する
連続資料（児童が収集した情報を整理，分析し，単元の最後に表現，創造した文書資料を連続資料
と示す）で説明された割合についての調査，③児童が作成した連続資料のルーブリック評価による
調査，の3つの調査から分析を試みた。その結果，本学習過程モデルで授業実践を行うことで，知識
の習得については問題がないこと，情報活用能力の収集力，整理力，分析力，表現力，創造力が身
につくことが示唆された。 !

　　キーワード：情報活用能力，小学校，タブレットPC，主体的・対話的で深い学び，学習過程     
                        モデル !
1.　問題の所在 !
2017年告示の小学校学習指導要領では，

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け
た授業改善が求められている。しかし，学校
現場では，「主体的・対話的で深い学び」に
ついての理解が浸透していない。実際，第一
筆者が所属する自治体の学校や研究会等で
も，児童が「主体的・対話的で深く学ぶ」こ
との意味について疑問を訴える教師が多い。
そこで具体的な実践の姿を，「学習過程モデ
ル」として示す必要があると考えられる。 
本研究は，小学校6年生の歴史学習を対象

に，この学習過程モデルを開発することをテ
ーマとする。その契機となった問題や，学習
過程モデルの枠組み等について，はじめに概
説する。 !
1.1.　 主体的・対話的で深い学びの実現に向
けた授業改善（視点1） 
小学校学習指導要領（2017b）では，「主

体的・対話的で深い学び」の実現のために
は， 
・主体的に学習を見通し振り返る場面の設定 
・対話する場面の設定 
・子どもが考える場面と教師が教える場面の
組み立て 
・一単位時間ではなく学びの過程全体を通し
たアプローチ 
が重要だとされている。 
つまり，学習者自身が学習を進めることに

従来よりも重心を移すことが求められている
と言える。 
このことを踏まえて，学習過程モデルがど

のような要件を持つべきかを以下のように定
めた。 
［要件①］単元を通して，主体的に学ぶ・対
話的に学ぶ・深く学ぶ姿をめざすこと。：本
研究では，学びの過程を学習目標の達成に向
けて，主体的に学ぶ過程や，対話的に学ぶ過
程を組み合わせて構成した学習のまとまり
（単元）と考え，その過程全体の中で，見通
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し振り返る場面および対話の場面を設定し，
子どもが考える場面と教師が教える場面を組
み立てることを要件①とする。 
このような学習の進め方は，アクティブ・

ラーニングと呼ばれる。 
ここで，アクティブ・ラーニングの課題に

触れておく。溝上（2007）は，大学生のアク
ティブラーニングについて，「活動させれば
それで良しというような，認知機能が知識と
絡み合ってどう働いているかまで目が向かな
いアクティブ・ラーニングの実践」には，知
識習得において懸念があるという（溝上
2014）。 
また，松下（2015）は，アクティブ・ラー

ニングを行うことで，活動に時間を取られ
て，知識（内容）の伝達に使える時間は減
り，内化（知識習得）がなおざりになるとし
ている。 
一方，徳岡（2017）は，「表面的な経験主

義に陥りやすいこと」「学習指導要領におい
て，教える内容は体系化が図られているもの
の学び方についての体系化が十分に図られて
いないこと」を挙げている。 
これらのアクティブ・ラーニングについて

の課題は，「主体的・対話的で深い学び」を
目指す学習過程についても同様に，課題とし
て検討する必要がある。そして，それは，A.
知識・技能を習得させること，および，B.学
び方を体系的に習得させること，の２点に集
約できる。 
このことから，学習過程モデルの2つ目の要

件を以下のように定めた。 
［要件②］単元で身につけるべき知識や技能
を児童が把握し，それらを追究し，習得した
知識や技能を活用して解決しようとする姿を
めざすこと。：アクティブ・ラーニングある
いは「主体的・対話的で深い学び」の課題を
受けて，子ども自身による見通し振り返る場
面や対話の場面を重視する一方で，知識・技
能の習得にも目を向け，児童自身がそれらを
追求し，活用して課題を解決する姿を重視す
ることを要件②とした。 !

1.2.　 主体的・対話的で深い学びの実現に向
けた学習過程（視点2） 
学習過程モデルの開発に当たり，どのよう

な過程が必要かを検討した。まず，「主体的
な学び」を保証するために，「問題を見出し
て解決策を考える」過程（主体は児童自身）
を挙げることができる。 
大島ほか（2019）は，主体性のある学びと

して，「学び手が（学習活動を）自由にコン
トロールできるような環境が必要である」と
した上で，「何をどこまで学習するのか，学
習の進め方，時間配分などについて学び手が
自分で調整・決定できるようにする」自己調
整学習の重要性を示している。 
児童自身が，問題を見出してその解決策を

考えることは，何をどこまで学習するのかを
決め，学習の進め方や時間配分を決めたり，
学習の進行状況を基に学習を調整したりする
自己調整的な学習を意味している。 
一方，「対話的な学び」および「深い学

び」を実現する学習活動として，「情報を相
互に関連付ける」「情報を精査し考えを形成
する」「考えを基に創造する」過程を挙げる
ことができる。 
ここでいう対話とは「子供同士の協働，教

職員や地域の人との対話，先哲の考えを手掛
かりに考えること等を通じ，自己の考えを深
める」ことと定義されている（文部科学省
2017b）。早川（2017）は，対話的な学び
が，「さまざまな人的・物的リソースの対話
を通じて，より包括的総合的な見方や考え方
の高みへと移行し進行する方法」であるとし
ている。いずれも，対話を通して自己の考え
を深めることについて述べており，対話的な
学びが深い学びの相即不離な関係を読み取る
ことができる。 
様々なリソースから得た情報を相互にある

いは既有知識と関連付けたり，情報を精査し
て自分なりの考えを形成したり，それらを経
て新たな情報を創造したりすることは，この
ような対話を通した考えの深まりのプロセス
を細分化したものといえる。 
最後に再び，「主体的な学び」についてだ
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が，これを実現させる上で，児童が「学習を
振り返る」過程を設定することが重要であ
る。小学校学習指導要領（文部科学省
2017a）でも，主体的な学びと，児童が「自
己の学習を振り返って復習する機会を設ける
こと」の関係性が示されている。また，関
田・森川（2019）は，「主体的・対話的で深
い学び」の具現化に向け，「『次につなげる
振り返り』をほぼ毎回の授業に組み込むこと
で，学習者の主体性を喚起したい」とした上
で，自己の学習の振り返りが主体的な学びを
促すとしている。 
これらを踏まえ，本研究では，主体的・対

話的で深い学びの実現に向けた学習過程を，
以下の5つに整理し，視点2とする。 
①問題を見出して解決策を考える過程 
②情報を相互に関連付ける過程 
③情報を精査して考えを形成する過程 
④考えを基に創造する過程 
⑤学習を振り返る過程 !
1.3.　 主体的・対話的で深い学びの実現に向
けた情報活用能力（視点3） 
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向

けた授業改善として，児童の情報活用能力を
育成したり，育まれた力を発揮させたりする
活動が重要である。小学校学習指導要領解説
総則編（2017b）では，「情報活用能力を発
揮させることにより，各教科等における主体
的・対話的で深い学びへとつながっていくこ
とが一層期待される」とされており，情報活
用能力の育成と発揮が，「主体的・対話的で
深い学び」の実現に向けた授業改善につなが
るとしている。 
高比良ほか（2001）では，「情報活用の実

践力という上位概念の下に収集力，判断力，
表現力，処理力，創造力，発信・伝達力とい
う6つの下位概念を持つモデル」を示し，情報
活用の実践力の構成要素である6つの能力をそ
れぞれ定義している。また，酒井ほか
（2006）は，情報活用の実践力の目標を「問
題発見・計画力，収集力，判断力，処理力，
表現力，創造力，発信・伝達力の7要素」とし

て評価基準を策定している。 
最近では，小学校学習指導要領解説総則編

（2017b）で，情報活用能力について「（前
略）コンピュータ等の情報手段を適切に用い
て情報を得たり，情報を整理・比較したり，
得られた情報を分かりやすく発信・伝達した
り，情報を整理・比較したり，得られた情報
を分かりやすく発信・伝達したり，必要に応
じて保存・共有したりといったことができる
力である」と示されている。これらは各々，
情報収集力，整理・比較力，発信・伝達力，
保存・共有力と呼べる。 
また，次世代の教育情報化推進事業（文部

科学省2018c）では，「情報活用能力の体系
表例」が示されている。体系表では，情報活
用能力が「知識及び技能」「思考力，判断
力，表現力等」「学びに向かう力，人間性
等」に分類され，下位分類が示されている。 
中でも「主体的・対話的で深い学び」の実

現に直接関わるのは，「知識及び技能」にお
いては，「問題解決・探究における情報活用
の方法の理解」である。これは更に「情報収
集，整理，分析，表現，発信の理解」「情報
活用の計画や評価・改善のための理論や方法
の理解」の3つに分けられている。また，「思
考力，判断力，表現力等」においては「問題
解決・探究における情報を活用する力」で，
「必要な情報を収集，整理，分析，表現する
力」「新たな意味や価値を創造する力」「受
け手の情報を踏まえて発信する力」「自らの
情報活用を評価・改善する力」が示されてい
る。最後に「学びに向かう力，人間性等」に
おいては「多角的に情報を検討しようとする
態度」「試行錯誤し，計画や改善しようとす
る態度」が示されている。 
これらを踏まえて＜※注2＞，本研究では，

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた情
報活用能力を，以下の9つに整理し，視点3と
する。 
①情報活用の計画を立てる力（情報計画力）
②情報を収集する力（収集力） 
③情報を整理する力（整理力） 
④情報を分析する力（分析力） 
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⑤情報を表現する力（表現力） 
⑥新たな意見や価値を創造する力（創造力）
⑦情報を発信・伝達する力（発信伝達力） 
⑧情報を保存・共有する力（保存共有力） 
⑨情報活用について評価・改善する力（情報
評価改善力） !
1.4.　社会科歴史分野における主体的・対話的
で深い学びの実現に向けた学習活動（視点4） 
「主体的・対話的で深い学び」は小学校の

全ての教科・領域の授業で取り組んでいく授
業改善の視点である。本研究では，小学校の
全教科の中でも特に，教科の特性として単元
を通した問題解決が実施しやすく，従来から
解決に至る学習過程が重要視されている社会
科に焦点を絞って研究を進める。更に，児童
の発達段階から，小学校の最高学年の姿を基
に検証することにより，その他の学年で目指
す姿が予測できるため，最高学年である6年生
が社会科で最も多い時間を費やす歴史分野に
焦点化して研究を進めることにする。 
小学校学習指導要領の改訂では，以下のこ

とが重視された。 
・学習の問題を追究・解決する学習の充実を
図り，学習過程において「主体的・対話的
で深い学び」が実現するような指導方法の
不断の見直し，改善を図る（文部科学省
2017a） 

・児童生徒が課題を追究したり解決したりす
る活動の一層の充実（文部科学省2017d） 

・児童が社会事象から学習問題を見出すこと
（文部科学省2017d） 

・問題解決の見通しをもつこと（同2017d） 
・他者と協働的に追究すること（同2017d） 
・追究結果を振り返りまとめること（同
2017d） 
また，臼井・石上（2018）は，小学校社会

科歴史分野で「知識伝達型」の授業から「主
体的・対話的で深い学び」を引き出す授業改
善として「歴史的思考力」を育成する単元を
開発している。その結果，開発された単元に
は「課題を把握し，その解決のために見通し
をもつ段階」「追究活動を行う段階」「習得

した事実的知識を，比較・関連・総合し，歴
史事象を深く理解する段階」「歴史事象に関
する深い理解を比較・関連・総合させて時代
をとらえる段階」が示されており，これらの
段階で授業を進めることにより，児童の「デ
ータを基に根拠を示す力」が向上したと示し
ている。 
「課題を把握」するためには，その単元で

習得しなければならない事項を把握して，学
習に取り組む必要がある。また，「歴史事象
に関する深い理解を，比較・関連・総合させ
て時代をとらえ」たりするためには，児童が
習得した事実知識を活用し，資料等にまとめ
る活動に取り組む必要があると考える。 
これらのことから，本研究では，社会科歴

史分野における主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた学習活動を，以下の5つの活動に
整理し，視点4とする。 
①歴史事象や重要語句から学習問題を見出
し，問題解決の見通しをもつ活動 

②他者や資料と対話的に追究する活動 
③追究結果を比較・関連・総合し理解する活
動 
④比較・関連・総合した追究結果（解決した
学習問題や重要語句）を連続資料にまとめる
活動 
⑤単元の学習を振り返る活動 !
2.　学習過程モデルの開発 !
本研究では，前述した主体的・対話的で深

い学びの実現に向けた授業改善の２つの要件
（視点1），主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた5つの学習過程（視点2），これらの
学び実現に向けて育成し，発揮すべき9つの情
報活用能力（視点3），社会科歴史分野におい
てこれらの学びの実現に向けた5つの学習活動
（視点4）の4つの視点をもとに，学習過程モ
デルを提案する。この学習モデルは，視点2を
軸として，その他の視点との関係性を吟味し
た上で対応付けたもので，「主体的で対話的
で深い学びを実現する学習過程モデル」と呼
ぶことにする。 
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各過程についてのイメージを明確にするた
めに，図1のような枠組みを作成した。1.1で
授業改善の要件①で示した「単元を通して，
主体的に学ぶ・対話的に学ぶ・深く学ぶ姿を
めざす」のうち，「深く学ぶ（深い学び）」
は，1.2で前述したように視点2と関わり，5
つの過程全体を通して実現するものとした。
そして，それぞれの学習過程が「主体的な学
び」「対話的な学び」のどちらと深く関連す
るのかを，「主体的・対話的な学びとの関

連」として示し，その他の枠に，1.2，1.3，
1.4で論じた「学習過程」「情報活用能力」
「学習活動」を図1の様に示した。 
要件②の「単元で身につけるべき知識や技

能を児童が把握し，それらを追究し，習得し
た知識や技能を活用して解決しようとする」
については，5つの過程の流れに，問題を解決
する場面や知識・技能を習得・活用する場面
を組み込むこととした。 
このようにして構成された5つの過程全体を

示したものが，「小学校社会科における主体
的・対話的で深い学びの実現に向けた学習過
程モデル」（図2）である。 
本モデルの過程1の視点2は，「問題を見出

して解決策を考える過程」で，それによって
視点4の「歴史事象や重要語句から学習問題を
見出し，問題解決の見通しをもつ活動」を実
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図2　小学校社会科歴史分野における主体的・対話的で深い学びの実現に向けた 
学習過程モデル

図1　各過程を特徴付ける枠組



施できると考えた。また，問題を見出した
り，見通しをもったりする活動は，学習の進
め方や時間配分を決めたり，学習の進行状況
を基に学習を調整したりするといった自己調
整的な学習を行う中で，主体的に学ぶことに
つながるとともに，児童が情報計画力（視点
3）を発揮する必要があるため，これらを結び
つけ，過程1とした。なお，この過程は要件②
の問題を解決する場面と関わる。 
過程2では，「情報を相互に関連付ける過程

（視点2）」で「他者や資料と対話的に追究す
る活動（視点4）」を実施できると考えた。ま
た，それは対話的な学び（視点1）であり，追
究を通して収集力や整理力，分析力（視点3）
を発揮する必要があるため，これらを結びつ
け，過程2とした。 
過程3では，「情報を精査して考えを形成す

る過程」で「追究結果を比較・関連・総合し
理解する活動」を実施できると考えた。ま
た，情報を精査したり，結果を比較・関連・
総合したりすることは資料などと対話的に学
ぶことであり，追究結果を比較・関連・総合
することで整理力，分析力，創造力を発揮す
る必要があるため，これらを結びつけ過程3と
した。なお，過程2，3は要件②の問題を解決
し知識を習得する場面でもある。 
過程4では，「考えをもとに創造する過程」

で「比較・関連・総合した追究結果を連続資
料にまとめる活動」を実施できると考えた。
また，考えを基に創造したり，連続資料にま
とめたりすることは自分自身との対話的な学
びであり，考えを基に創造することで表現
力，創造力，発信伝達力・保存共有力を発揮
する必要があるため，これらを結びつけ過程4
とした。なお，過程4は要件②の知識を活用す
る場面でもある。 
最後に過程5は，「学習を振り返る過程」で

「単元を振り返る活動」を実施できると考え
た。また，学習を振り返ることは，主体的な
学びであり，振り返る活動を通して情報評価
改善力を発揮する必要があるため，これらを
結びつけて過程5とした。 !

3.　研究の目的 !
本研究では，小学校社会科歴史分野におけ

る「主体的・対話的で深い学び」を実現させ
るために開発した学習過程モデルの効果につ
いて検証する。検証の際は，学習過程モデル
を基に授業実践を行った学級で「主体的・対
話的で深い学び」の課題である知識・技能が
習得されたか（小学校社会科においての知
識・技能が，教科の学習内容に対する理解で
あることから，以下学習内容に対する理解と
表記する。），情報活用能力の高まりが見ら
れたかについて検討を行う。 !
4.　 研究の対象と学習過程モデルを基に行っ
た授業実践 
4.1.　研究の対象 
本研究は，2019年4月上旬から7月下旬に国

立大学附属小学校の6年生2学級（72名：実験
群36名，統制群36名）で実践された授業を対
象とした研究である。両学級とも，児童一人
に一台のタブレットPC（iPad）が教室に常設
されており，全ての教科・領域の学習で活用
していた。また，年度当初から校内研究を通
して情報活用能力を育成するための共通した
指導が行われており，両学級ともに図2の学習
活動に必要な情報活用能力を充分に発揮でき
る素地のある学級であった。 
以下に実験群の学級で学習過程モデルを基

に行われた実践について記す。本学級で行わ
れた実践は，社会科（歴史分野）の「縄文の
むらから古墳の国へ」「天皇中心の国づく
り」「貴族のくらし」「武士の世の中」「今
に伝わる室町文化」「三人の武将と天下統
一」の単元であり，どの単元も計７時間で実
施された実践であった。また，本学級は，タ
ブレットPCを日常的に活用し，情報を収集，
整理する活動でロイロノート，情報を表現，
創造，発信伝達する活動で文書作成ソフト
（Pages），表計算ソフト（Numbers）,プレ
ゼンテーションソフト（keynote）を活用して
いた。ロイロノートは，カードにアイデアを
記述し，記述したカードとカードをつなげた
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り，自由に動かして並べたりすることができ
るタブレットPC上のアプリケーションであ
る。ロイロノートにはシンキングツールを自
由に呼び出し，情報を整理することができ
る。シンキングツールは思考ツールとも呼ば
れ「アイデアを可視化して考えを生み出した
り，共有して協働的に考えたりすることを助
けるツール」（黒上2017）である。 !
4.2.　学習過程モデルを基に行った授業実践 
本授業実践は，学習過程モデルに示された

授業を具現化するために，本モデル内で汎用
的に示されている学習活動や，指導事項の習
得に向けた指導・支援をICTや思考ツールな
どで具体化し実践している。 !
4.2.1.　問題を見出して解決策を考える過程 
「過程1，問題を見出して解決策を考える過

程」では，教科書や資料集に掲載されている
挿絵や図から当時の文化や生活，出来事等が
想像しやすい資料を選択し提示した。児童
は，その資料を参照しながら問題を見出す活
動として，気づいたことや疑問に思ったこ
と，調べていきたいことを書き出していっ
た。書き出した情報は，それらを比較・分
類・総合することで今後の学習で追究してい
きたい問題を主体的に選択する姿が見られ
た。その後，選択した問題を，3人グループ又
は学級全体で交流させたことで，他者の意見
を参考にして，本単元で追究していきたい学
習問題を明確にすることができた。 
次に，児童に対して，これから学習する単

元の重要語句を提示した。重要語句は，指導
事項で挙げられた歴史上の事象，先人の業
績，文化遺産，そして，第一筆者がその時代
の歴史を学習する上で必要であると判断した
語句である。（重要語句の設定については，
それぞれの単元で指導事項の数にばらつきが
あったり，一つ一つの単元のねらいが異なっ
たりすることから，単元ごとの設定数が異な
る。） 
児童は，自らが導き出した学習問題と理解

すべき重要語句を基に，単元の学習計画を立

てる活動で，情報計画力を発揮し，問題の解
決策を考えることができた。 !
4.2.2.　情報を相互に関連付ける過程 
「過程2，情報を互いに関連付ける過程」で

は，教科書，資料集，インターネットに掲載
されている資料と対話的に追究する活動を行
った。そして，教科書，資料集，インターネ
ットに掲載されている情報から必要な情報を
収集し，タブレットPC上のアプリケーション
であるロイロノートに保存していった。児童
は情報を収集する際に，学習問題や重要語句
との関連を明確にするために，必要に応じて
シンキングツールを使いながら情報を整理し
ており，収集力，整理力を発揮する姿が見ら
れた。 
次に，情報と情報，情報と知識を関連付

け，重要語句の意味等を整理，分析する活動
を行った。この活動では，児童が収集した情
報同士の関連を考えたり，収集した情報と以
前の学習で身につけた知識との関連を考えた
りしており，分析力を発揮する姿が見られ
た。 !
4.2.3.　情報を精査して考えを形成する過程 
「過程3，情報を精査して考えを形成する過

程」では，関連付けた情報や知識が，小学校
社会科歴史学習の見方・考え方として着目す
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る3つの視点（世の中の様子，人物の働き，文
化遺産）のどこにあてはまるのかを考える過
程である。これらの視点は小学校学習指導要
領解説社会科編において「我が国の歴史上の
主な事象（本研究の場合，重要語句として示
された内容）と世の中の様子，人物の働きや
代表的な文化遺産などと関連付けて指導する
必要がある」を基に設定した視点である（文
部科学省2017d）。授業では，児童がこれら
の視点で関連付けた情報を分類しやすいよう
に「世の中の様子」を「くらし・願い」，
「人物の働き」を「政治」「出来事」，「文
化遺産」を「文化」「建造物」として示すと
ともに，これらの視点が明記されたXチャー
トを児童に配付することにした。Xチャート
とは，「視点を設けて見方を多面的に」（黒
上2012）するツールである。配付したXチャ
ートは，関連付いた情報や知識などの「事
実」と，それらを基に児童が考えたことであ
る「考察」を記述する部分を区切り，それら
を分類しながら記述することができるように
工夫した。このようなXチャートで事実を精
査し，考察とともに再整理をすることによ
り，児童は整理力，分析力，創造力を発揮
し，事実と考察を結びつけた新たな価値を創
造することができた。 
 !

!

4.2.4.　考えをもとに創造する過程 
「過程4，考えをもとに創造する過程」で

は，情報が再整理されたXチャートを基に連
続資料に表現する活動を行った。連続資料に
表現する際は，Xチャートから，児童が心に
残ったことや本単元で重要であると考えた情
報を選択し，文書作成ソフト（Pages）で，連
続資料を創造していった。この過程では，
「過程3」で，児童の考えが形成されていたこ
とから，タブレットPCの画面にロイロノート
のXチャートとPagesのドキュメントを並べて
表示させ，Xチャートから必要な情報を選択
し，Pagesのドキュメントへ移動させて連続
資料を作成していく姿が見られた。また，移
動させた情報に枠をつけたり，分類ごとに背
景の色を変えたりして，受け手にとってわか
りやすい資料になるように表現力を発揮し
て，連続資料を創造する姿が見られた。 
連続資料が完成した後は，資料を他者に見

せながら，学習した単元についての事実と考
察を交流した。交流する際は作成した連続資
料を見せながら，発信伝達力を発揮させて，
伝える姿がみられた。これらの活動を通し
て，本単元の学習内容についての理解を深め
ることができた。 !
4.2.5.　学習を振り返る過程 
「過程5，学習を振り返る過程」では，「過
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程1」で作成した学習計画を見返し，取り組ん
だ単元の学習についての成果と課題をタブレ
ットPCに入力した。また，その際に，これま
でに保存してきた情報や「過程4」で作成した
連続資料を振り返り，本単元の学習について
自己評価した。児童は情報評価改善力を発揮
し，次の学習に向けての改善点を明確にする
姿が見られた。 !
5.　研究の方法 !
本研究では，開発した学習過程モデルを基

に授業実践を進めたことによる学習内容の理
解に対する効果を「単元テストについての調
査」から，情報活用能力に対する効果を「連
続資料で説明された重要語句についての調
査」から，学習内容の理解と情報活用能力に
対する効果を「児童が作成した連続資料につ
いての調査」から明らかにする。 

5.1.　 単元テストによる学習内容に対する理
解の調査と分析 
5.1.1.　単元テストについての調査 
本調査では，開発した学習過程モデルを基

に学習を進め，学習内容に対する理解を深め
ることができたのかについて検証する。学習
内容の理解を検証するために，単元終了時に
実施する単元テストの分析を行う。今回，調
査対象とした単元テストは，市販の単元テス
トであり，学校教材として多くの小学校で採
用され，児童の学習内容の理解度を測るため
に活用されている。また，過程1において，教
師から示した重要語句について理解し，知識
として習得したかを検証するために，市販の
単元テストを用いた。したがって本単元テス
トの調査を行うことにより，児童の学習内容
の理解についての効果を検証することができ
ると考える。 
調査対象とする単元テストは，1つのテスト

が150点満点で作成されており，「知識・理
解」「技能」「思考力・判断力・表現力」の3
観点で作成されている。 
本調査の実施手順は，まず，調査対象校が

採用している教科用図書に準拠する指導書に
示された授業展開で学習過程モデルを基に授
業を実施しなかった（以下従来の授業方法）
学級（統制群）と学習過程モデルで学習した
学級（実験群）の結果を比較する。次に，学
習内容を十分に理解することができたかにつ
いて検証をするため，単元テストの「知識・
技能」の観点を調査する。比較する単元の授
業は，それぞれの担任教員が実施する。同じ
教員が授業を実施した方が条件の統制がとれ
やすいと考えられる。しかし，対象校では，
10年以上情報活用能力の育成に向けた研究に
取り組んでおり，教員の学習指導に対する方
向性が共有されていたことと，統制群と実験
群の担任教員が日常的に連携を密にとり授業
を実施していたことから，学習過程モデルで
学ぶことでこれまでの授業よりも単元テスト
の得点が下がらないことを検証する上で，指
導者が異なることによる大きな影響はないと
判断した。また，学校内の指導体制から2学級
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の5つの単元を一人の教師が指導することが難
しく，これが本研究の限界であった。 
なお，本調査では，「縄文のむらから古墳

のくにへ」「天皇中心の国づくり・貴族のく
らし」「武士の世の中・今に伝わる室町文
化」「三人の武将と天下統一」の4種類の単元
テストで調査を実施する。 !
5.1.2.　単元テストの分析 
単元テストの結果を分析する際は，学習過

程モデルで学習した学級（実験群）と，従来
の授業方法で学習した学級（統制群）の単元
テストの結果を比較しデータを収集する。結
果を比較する際は，テストごとに学級の平均
点を算出するとともに，t検定を実施して分析
する。前章でも述べたように，アクティブ・
ラーニングを主体とした授業を実施すること
で，児童の学習内容についての理解度が低下
するのではないかと懸念されている。そこ
で，実験群と統制群の結果を基にt検定を実施
し，実験群が有意に低い結果ではないことを
もって，本モデルで学習内容が理解されたも
のとする。 !
5.2.　重要語句についての調査と分析 
5.2.1.　説明された重要語句についての調査 
本調査では，学習過程モデルを基に授業を

実施したことによる情報活用能力についての
効果を検証する。情報活用能力についての効
果を検証するために「過程1，問題を見出して
解決策を考える」で提示した重要語句が「過
程4，考えをもとに創造する」で作成された連
続資料でどの程度説明されたのかを調べる。
連続資料で重要語句についての説明が明記さ
れているということは，説明が明記された語
句についての理解を深めるために様々な情報
手段を活用して必要な情報を収集し，整理，
分析して表現したと考えられる。木村ほか
（2016）では，児童が自主学習で「様々な情
報を集めたり，情報をまとめたりする学習体
験を繰り返し行う」ことで情報活用の実践力
の高まりにつながると示している。また，黒
上ほか（2015）も「学校で行われている情報

やICTを活用した学習活動（インターネットで
の情報収集，PCでの発表資料の作成，PCでの
表・グラフ作成）の状況が，情報活用能力に
大きく影響していることが示された」とし，
ICTを活用して情報を収集したり，グラフに整
理し，分析したり，発表資料に表現したりす
ることで情報活用能力が高まると示してい
る。したがって，連続資料で説明された重要
語句の割合が増加すれば，情報活用能力の収
集力，整理力，分析力，表現力が高まったと
判断する。なぜなら，多くの語句を説明する
ことができるということは，短時間で教科書
や資料集及びインターネットに示された情報
から語句を説明することに必要な情報を収集
することができていると考えられ，また，収
集してきた情報を整理し，社会科の見方・考
え方と関連付けながら分析し，連続資料に表
現する活動を数多くの語句で実施することが
できたと考えられるからである。 !
5.2.2.　説明された重要語句の分析 
本分析では，提示された重要語句が連続資

料でどの程度説明されたかを，単元ごとの割
合を算出して効果を分析する。 
分析データの収集は，単元で提示された重

要語句の総数（重要語句×児童数）と，連続
資料で説明された重要語句の総数を求め，割
合を算出する。収集したデータを分析する際
は，それぞれの単元で指導すべき指導事項の
数が異なることから，提示された重要語句の
数が近いものを比較し，学習過程モデルの効
果を検証する。また，連続資料で説明されて
いる語句の数をカウントする際は，一つの語
句に対して一つの事象で説明されている場合
も複数の事象で説明されている場合も，1件と
してカウントする。 !
5.3.　連続資料についての調査と分析 
5.3.1.　連続資料についての調査 
本調査では，児童が作成した資料を基に，

学習内容の理解の深まりと，情報活用能力の
高まりについて検証する。検証する際の実施
手順は，児童が「過程4，考えをもとに創造す
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る」で作成した連続資料を評価するためのル
ーブリックを作成し，評価を実施する。ルー
ブリックとは「成功の度合いを示す数段階程
度の尺度と，尺度に示されたレベルのそれぞ
れに対応をするパフォーマンスの特徴を記し
た記述語からなる評価基準表」（西岡・田中
2009）である。佐藤・香田（2014）は，総
合的な学習におけるレポート評価を行う際
に，ルーブリックの開発に関するモデレーシ
ョン研修の比較を行っている。彼らは，レポ
ートを評価するためのルーブリックの作成方
法として，「評価者である教師間で交流し，
評価資料の特徴の記述について，観点と妥当
性のある構成要素を抽出」し，「その構成要
素をもとにルーブリックを作成する」と示し
ている。また，彼らが実施した研修において
「表現の力」として抽出された構成要素とし
て「図・絵・表・写真」「レイアウトの工
夫」「情報の整理・分析」「自分の考え・思
い」「伝わりやすさ」「見出し」などの要素
が挙げられている。他にも，平賀（2004）
は，中学校理科における実験レポートの作成

に関する評価内容として「項目に分けて記述
できたか」「事実と考えを分けて記述できた
か」「理由を明らかにして考えを記述できた
か」を示している。このことから，本研究で
は，先行研究で示されたレポート等の評価の
観点と佐藤・香田（2014）の研究と同様の手
法で，小学校及び中学校に勤務する教員20名
にアンケート調査を実施し，児童が作成した
連続資料を評価するための評価の観点を抽出
した。表1は，参考文献から抽出した評価の観
点と今回実施したアンケート調査から抽出し
た評価の観点を整理した表である。これらの
手続きを経て抽出された評価の観点を基に，
第一筆者が連続資料を評価する上で妥当と考
えられる観点を選択・総合し，本研究の目的
との関連を図りながらルーブリック案を作成
した。 
評価の観点と本研究の目的との関連につい

ては，以下のような意図で関連付けを行っ
た。 
◆学習内容に対する理解の深まり 
・内容面の観点では，連続資料に重要語句等
に対する考察，正確性，因果関係，図表と文
章との関連性，歴史解釈の多面性について示
されているかを評価するため，これらの観点
で評価することが児童の学習内容に対する理
解の深まりを検証できると考え関連付けた。 
◆情報活用能力の高まり 
・重要語句に対する考察の観点では，児童が
考察を示すことが，事実を基に新しい意見や
価値を創造していると考えられるため，創造
力と関連付けた。 
・情報の正確性の観点では，児童が重要語句
などに対する情報を正確で多面的に収集した
ことが連続資料に示されるため，収集力と関
連付けた。 
・因果関係の観点では，重要語句等について
の原因と結果を示す上で，それらの語句につ
いて分析が必要となるため，分析力と関連付
けた。 
・図・表と文章の関連性の観点では，図表と
文章との関連を示す上で，情報を整理する必
要があるため整理力と関連付けた。 
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表1　参考文献及びアンケートから抽出した
評価の観点



・歴史解釈の多面性の観点では，重要語句を
世の中の様子，人の働き，代表的な文化遺産
の視点に関連付ける上で，語句を分析し，3つ
の視点に再整理する必要があるため，整理
力，分析力と関連付けた。 
・方法面の観点では，連続資料の文字の強
調，図・表の適正性，情報量の適正性，項目
分けの適正性，レイアウトの工夫といった表
現方法について評価するため，表現力と関連
付けた。 
最後に，ルーブリック案を教育研究に携わ

る研究者5名，小学校での実践者3名で検討
し，小学校社会科歴史学習で児童が作成した
連続資料を評価するためのルーブリックとし

た（表2）。 !
5.3.2.　連続資料の分析 
本研究では，前項での手続きを経て作成し

たルーブリックで連続資料を評価し，データ
収集を行う。連続資料の評価者については，
小学校での勤務経験を有する者2名，また，小
学校での授業支援の経験を有する者3名の計5
名である。いずれも小学校教育に関する実践
研究の経験を有する者である。評価について
は，それぞれの単元で作成された連続資料
を，ルーブリックを用いて評価していく。そ
の際に，S基準を２点，A基準を１点，B基準
を０点とし，全ての項目の合計点（20点満
点）を算出する。 
本調査では，学習過程モデルをもとにした

実践を継続することで児童の情報活用能力に
高まりが見られたのかについて検証するた
め，最初の実践である「縄文のむらから古墳
のくにへ」の単元で作成された連続資料と，
最後の実践である「三人の武将と天下統一」
の単元で作成された連続資料を比較する。な
ぜなら，情報活用能力は，繰り返し経験をす
ることで少しずつ高まっていく能力であるた
め，調査の実施日が近ければ，本モデルの情
報活用能力の育成についての変容を検証しに
くいと考えたためである。 
次に，収集したデータの分析を進める際

は，まず，評価の観点ごとに内容面と方法
面，それらの合計の評価者全員の平均点を算
出する。次に，算出された平均点の合計点か
ら全観点の平均点を算出し，t検定を実施す
る。その際，内容面の結果が有意に高まって
いれば，学習内容についての理解を深め，情
報活用能力の収集力，整理力，分析力，創造
力が高まったと判断する。また，方法面の結
果が有意に高まっていれば，情報活用能力の
表現力が高まったと判断する。 !
6.　結果 
6.1.　単元テストの結果 
表3は，従来の授業方法で学習した児童（統

制群）と，学習過程モデルで学習した児童
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表2　児童が作成した連続資料を評価する 
ためのルーブリック



（実験群）の単元テストの結果である。 
統制群と実験群の単元テストの結果を比較

すると，「縄文のむらから古墳のくにへ」の
単元では，統制群の平均が39.3点，実験群の
平均が47.2点であり，実験群の方が高かっ
た。t検定を実施したところ実験群が統制群に
比べて有意に高かった(t(72)=4.739,p＜.01)。 
「天皇中心の国づくり，貴族のくらし」の

単元では，統制群の平均が39.8点，実験群の
平均点が46.1点で，実験群の方が高かった。t
検定を実施したところ実験群が統制群に比べ
て有意に高かった(t(72)=4.506,p＜.01)。 
「武士の世の中へ，今に伝わる室町文化」

の単元では，統制群の平均が47.7点，実験群
の平均点が41.4点で，統制群の方が高かっ
た。t検定を実施したところ統制群が実験群に
比べて有意に高かった(t(72)=3.657,p<.01)。 
「三人の武将と天下統一」の単元では，統

制群の平均が43.3点，実験群の平均が45.7点
で，実験群の方が高かった。しかし，t検定を
実施したところ統制群と実験群に有意な差は
見られなかった(t(71)=1.151,n.s)。 !
6.2.　説明された重要語句の結果 
表4は，連続資料で説明された重要語句の割

合である。どの単元も計7時間で実施された実
践である。最初の実践である「縄文のむらか
ら古墳のくにへ」では，提示された重要語句
が8件あり，連続資料で重要語句が説明された
割合が43％であった。2回目の「天皇中心の
国づくり」では，提示された重要語句が15件
あり，連続資料で説明された割合が40％であ
った。3回目の「貴族のくらし」では，提示さ
れた重要語句が9件あり，連続資料で重要語句

が説明された割合が48％であった。4回目の
「武士の世の中」では提示された重要語句が
12件あり，連続資料で説明された割合が62％
であった。5回目の「今に伝わる室町文化」で
は提示された重要語句が9件あり，連続資料で
65％であった。6回目の「三人の武将と天下
統一」では提示された重要語句が7件あり，連
続資料で説明された割合が83％であった。 !
6.3.　連続資料の分析・結果 
表5は，連続資料の評価結果である。「縄文

のむらから古墳のくにへ」の結果は，全観点
の平均が8.1点であった。また，内容面の平均
は3.5点，方法面の平均は4.6点であった。
「三人の武将と天下統一」の結果は，全観点
の平均が10.6点であった。また，内容面の平
均は4.8点，方法面の平均は5.8点であった。
それぞれの結果を基にt検定を実施したとこ
ろ，全観点(t(67)=5.081,p<.01)，内容面
(t(67)=5.331,p<.01)，方法面(t(67)=3.877,p<.
01)であり，全ての結果で「三人の武将と天下
統一」が「縄文のむらから古墳のくにへ」よ
り平均点が有意に高かった。 
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表3　統制群と実験群の単元テストの結果

表5　連続資料の評価結果

**:p<.01

表4　連続資料で説明された重要語句の割合



7.　考察 
7.1.　単元テストの結果についての考察 
統制群と実験群の結果を比較すると，「縄

文のむらから古墳のくにへ」「天皇中心の国
づくり・貴族のくらし」では，実験群の得点
の方が統制群より有意に高かった。また「三
人の武将と天下統一」では両群の平均に，有
意な差は見られなかった。このことから，開
発した学習過程モデルで学習しても，従来の
授業方法で学習したときと同等かそれ以上に
学習内容に対する理解が十分に深まると考え
られる。 
その背景には，重要語句を中心とした学習

内容について，さまざまなリソースから多面
的に情報を収集し，関連付け，結果を精査し
て，形成し自分なりの考えを基に，連続資料
を創造するという，学習過程モデルにのっと
った学習活動がある。対象とした実践以外の
活動についても，実験群と統制群が同じ学校
の異なるクラスであり，両学級の担任が対象
校の校内研究を基に，連携を取りながら授業
を実施していたこともあり，両者の間におお
むね違いはないと考えられる。統制群は，教
師が従来型の授業を行い，実験群は，学習過
程モデルにしたがった自己調整的な学習を行
っているにもかかわらず，単元テストの結果に
おいて，実験群が統制群に劣ることはないと
いうことは，学習過程モデルの有効性を一定
程度示していると考えられる。 
アクティブ・ラーニング，あるいは「主体

的・対話的で深い学び」の知識習得に関する
課題を1.1であげたが，本調査の結果から，本
モデルは「主体的・対話的で深い学び」を実
現させながら，その課題を解決する可能性を
もつモデルであると示唆される。 !
7.2.　重要語句の結果についての考察 
連続資料で説明された重要語句の割合の結

果から，「三人の武将と天下統一」の連続資
料で説明された重要語句の割合は83％と高い
値であった。また，この単元では，示された
重要語句を全て説明していた児童が34名中17
名であった。 

単元ごとに提示された重要語句の数にばら
つきがあるものの，連続資料で説明された割
合は，増加傾向にある。はじめの単元である
「縄文のむらから古墳のくにへ」と5回目の実
践である「今に伝わる室町文化」，そして最
後の実践である「三人の武将と天下統一」を
比較すると，提示された重要語句がほぼ同数
であるにも関わらず，連続資料で説明された
重要語句の割合が高まっている。また，2回目
の実践である「天皇中心の国づくり」と4回目
の実践である「武士の世の中」では，4回目の
実践の方がはじめに提示された重要語句が3件
少なかったが，連続資料で説明された重要語
句の割合が20％以上増加している。さらに，
これらの単元は全て同じ時数（7時間）で実践
されている。このことから，学習過程モデル
を基にした単元を繰り返し経験したことによ
り，児童の情報活用能力が高まり，短時間で
情報を収集，整理，分析，表現することがで
きるようになったのではないかと考える。つ
まり，連続資料を作成するための学習の方法
を身につけ，見通しをもって主体的に学習を
進められるようになっていく中で，学習の効
率が上がった可能性が考えられる。このこと
から，本モデルは，情報活用能力を高めるこ
とに一定の寄与ができると示唆される。 !
7.3.　連続資料についての考察 
児童が作成した連続資料についての調査結

果から，5名の評価者の評価で全観点，内容
面，方法面の「三人の武将と天下統一」が
「縄文のむらから古墳のくにへ」より有意に
高かった。内容面に関する評価の観点である
「重要語句に対する考察」「情報の正確性」
「因果関係」「図・表と文章の関連性情報が
正確に記述されていたことから」についての
平均点が有意に高まった。これらは，適切に
情報を収集し，分類・関連付けなどを行い，
因果関係を見いだし，そこから自己の考えを
生み出し，他者と共有して，自分なりの連続
資料をつくり出す学習方法を，児童が身につ
けていったことを示していると考える。その
意味で，情報活用能力における創造力，収集
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力，分析力，整理力が高まったと考えられ
る。 
また，方法面に関する評価の観点である

「文字の強調」「図・表の適正性」「情報量
の適正性」「項目分けの適正性」「レイアウ
トの工夫」についての平均点も，有意に高ま
った。これは，連続資料を何度も作る中で，
徐々に表現方法に工夫が生まれ，また作成し
た連続資料を相互に見合う活動の中で，ノウ
ハウが共有されていった結果だという可能性
も考えられる。なお，「子どもたち同士の協
働」についての効果は，連続資料の分析から
は検証の範囲外であり，今後の検討課題であ
る。 
以上のように，本学習過程モデルを6回に渡

って繰り返し適用することによって，連続資
料を作成するという意味での情報活用能力
（主に収集力，整理力，分析力，表現力，創
造力）については，一定の向上が生まれるこ
とが示唆される。 !
8.　結論 !
本研究では，小学校社会科歴史分野におけ

る主体的・対話的で深い学びの実現に向けて
開発した学習過程モデルを基に6つの単元で授
業実践を進めたことによる学習内容に対する
理解の深まり，情報活用能力（収集力，整理
力，分析力，表現力，創造力）の高まりにつ
いての効果を，①単元テストについての調
査，②連続資料で説明された重要語句につい
ての調査，③児童が作成した連続資料につい
ての調査を基に検討した。本研究では，本モ
デルを基に授業実践を行った1学級（36名）
の単元テストの結果（統制群の学級（36名）
との比較を通して），重要語句が説明された
割合，連続資料の評価を基に検証することが
本研究の範囲であり，対象学級での本モデル
の効果を子どもの作成した連続資料からわか
る範囲で明らかにすることが本研究の限界で
ある。 
単元テストの調査結果からは，開発したモ

デルで学習した実験群は，従来の授業方法で

学習した統制群に比して，同等かそれ以上の
成績をあげた。これにより，本モデルが自己
調整的な「主体的・対話的で深い学び」を実
現と，学習内容の習得の両立を可能にするこ
とが示唆された。 
連続資料で説明された重要語句についての

調査からは，単元の導入時に示した重要語句
が，連続資料でどの程度説明されたかを検討
した。その結果，連続資料を作成するごと
に，説明された割合が増加した。また，児童
が作成した連続資料を，ルーブリックを基に
評価したところ，連続資料としての質が高ま
ることが明らかになった。これらのことか
ら，児童は，本モデルを経験するにつれ，連
続資料を作るための情報の収集力，整理力，
分析力，表現力を身につけていったことが示
唆される。本研究では，学習の成果物である
連読資料を基に検証することしかできなかっ
たため，それがどのような対話のプロセスで
生まれたかについては検討できていない。今
後，子どもたち同士の協働による対話の側面
からの検証を試みたい。 
以上のことから「主体的・対話的で深い学

び」の実現に向けて開発した学習過程モデル
を基に授業を行うことで、児童が主体的・対
話的に深く学びながら小学校社会科歴史分野
における学習内容の理解を十分に深めるとと
もに，情報活用能力を高められることが示唆
された。 !
注1：この3つの過程はそれぞれ，小学校学習
指導要領（文部科学省2017a）の「知識を相
互に関連付けてより深く理解したり，情報を
精査して考えを形成したり，問題を見出して
解決策を考えたり」と対応する。知識を情報
としているのは，学習の過程において，児童
の既有知識だけが扱われるのではなく，知識
や情報が同等に関連付けられたり，精査され
たりするからであり，自身の知識も情報に含
まれるととらえている。 !
注2：「対話」の概念について，例えば，リッ
プマンによる，教室で行われる「哲学対話」
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では，探求を前に進めることを意味してお
り，単なる意見交換ではないとされ，また参
加者全員が協力しながら同じ方向を向かって
歩いていく運動に例えられている(土屋陽介
2013）。このように，「対話」の意味を突き
詰めると，どのような対話を行うことが重要
かについて吟味する必要が出てくるが，小学
校学習指導要領においては，引用のようにそ
こまでの深い意味はなく，対話の中から情報
を得て，それらを対照して確認し，情報に対
する見方や考え方の違いや変化について検討
して，自己の考えを深めるという，情報を扱
うプロセスに視座が置かれているととらえ
る。 
なお，本学習過程モデルの最後には，児童

が創造した連続資料を提示しながら他者に学
習内容を説明し，お互いの考えを交流する活
動が設定されている。このような学習内容に
ついての情報を他者にわかりやすく伝えよう
としたり，他者の考えを聞いたりする対話的
な活動を通して，児童はその情報に対する理
解を深めることを期待している。そして，こ
のような人的リソースを通した対話が子供同
士の協働での対話であると考えられる。 !
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The Effect of a Learning Process Model for Children to be 
Independent, Interactive and Deep Learning in Social Studies !!

KIMURA, Akinori (Umekoji Elementary School/Graduate School of  
                            Informatics, Kansai University)  
KUROKAMI, Haruo (Faculty of Informatics, Kansai University) !!!

In this study, a learning process model, which promotes mastering historical 
knowledge and cultivating the ability to utilize information, was developed. For the 
purpose, the model was implemented through a year in six historical units in grade six. 
Students were engaged in producing a series of leaflets at the end of each unit. Three kinds 
of surveys were conducted to examine the effect of the model. The first was the 
comparison of standardized unit tests between experimental group and control group. The 
second was about the change in the appearance rate of important words and phrases posed 
at the beginning of each unit in the leaflets. The last was about the change in the rubric 
assessment of children explanations in each unit. The results indicates that the 
implementation of the model seemed to be able to enhance children understanding of the 
subject matters and the ability to collect, organize, analyze, express, and create 
information. !
Key words: Information utilization ability, Elementary school, Tablet PC, Independent and 

interactive deep learning, Learning process model
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