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神奈川県立総合教育センター長期研究員研究報告20:37～42.2022 

 

グローバル人材の育成につながる国語科の授業 

－ 「さまざまな情報に触れることで、ものの見方、感じ方、考え方を豊かにする活動」による「協調性・柔

軟性」の育成を目指して － 

 

齋藤 正幸１      

 グローバル化の中で多様性を尊重するとともに、他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力が求めら

れている。本研究では、「さまざまな情報に触れることで、ものの見方、感じ方、考え方を豊かにする活動」

によって、グローバル人材の要素の一つである「協調性・柔軟性」の育成につながる国語科の授業を実践し

た。その結果、「協調性・柔軟性」の育成につながる意識の変容が見られ、一定の効果があった。 

 
はじめに 

 

中央教育審議会は、グローバル人材の育成について、

「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学

校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

(答申)」(以下、「答申」という)の中で、現代的な諸

課題に対応して求められる資質・能力の一つを「グロ

ーバル化の中で多様性を尊重するとともに、現在まで

受け継がれてきた我が国固有の領土や歴史について理

解し、伝統や文化を尊重しつつ、多様な他者と協働し

ながら目標に向かって挑戦する力」(中央教育審議会 

2016 p.41)としている。さらに、答申の中では「国語

教育の充実」として、前述で示した能力との関連性を

踏まえた上で、「文化や考え方の多様性を理解し多様

な人々と協働したりできるようにするための素地を形

成することにもなる」(中央教育審議会 2016 p.85)

と示している。 

また、グローバル人材の概念は、グローバル人材育

成推進会議において、３つの要素に整理されるとして

いる(グローバル人材育成推進会議 2012)。 

要素Ⅰ：語学力・コミュニケーション能力 

要素Ⅱ：主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔

軟性、責任感・使命感 

要素Ⅲ：異文化に対する理解と日本人としてのアイデンテ

ィティー 

一方、こうした方針や概念があるにもかかわらず、

語学力の育成のみに意識が向いてしまう等、グローバ

ル教育に偏りが生じる場合があるのではないだろうか。 

先行研究では、グローバル教育の推進のために、「特

定の教科やグループ等の業務に限定せずに、教科等を

越えて学校全体として行う意識を持つことが重要なの

ではないだろうか」(齋藤他 2019)と指摘している。 

所属校のミッションは、「高い志を持って国際社会

に貢献できるグローバル人材の育成」を目指した教育

実践に取り組んでおり、教職員に対して行った質問紙

調査では、「学校教育計画(ミッション・教育目標など)

を理解し、組織的に日々の授業につなげている」と回

答した教職員は65％で肯定的な回答が過半数を超えて

いる(図１)。 

 

図１ 学校教育計画に対する組織的な取組状況 

しかし、「グローバル人材の育成に関して、教科と

してどのようなつながりがあると考えますか」という

質問に対しては、「英語の学力向上に尽きる」という

意見もあり、ミッションの達成に向けては検討を深め

ていく必要がある。 

以上のことから、国語科においてもグローバル人材

の育成につながる授業の実践が求められているといえ

る。 

 

研究の目的 

 

国語科の授業が、グローバル人材として身に付けて

おくべき資質・能力の育成につながることを検証し、

グローバル人材の育成の一助とする。 

 

研究の内容 

 

１ 研究の背景 

(1) 国語科とグローバル社会のつながり 

日本国語教育学会は、学会誌「月刊国語教育研究」

において「グローバル社会に対応する国語教育」とい

う特集を組んでいる。この特集の中で、国語の力はグ

ローバル社会において「真に必要な『思考力・判断力・

表現力』の土台となるのではないだろうか」(髙木まさ

き 2015)と問題提起している。 

(2) 先行研究と実践 

グローバル人材に関する先行研究や実践は、多岐に

渡る(表１）。各要素に対する研究も行われており、高

１ 県立麻生高等学校  教諭 
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等学校では「総合的な探究の時間」等を含めて幅広く

授業が実践されているが、国語科としての実践は少な

い。 

表１ グローバル人材の先行研究と実践（著者まとめ） 

校種 研究・実践例 

小学校 集団活動、日本文化理解等 

中・高等学校 外国語学習、国際交流、異文化理解、

日本文化理解、プレゼンテーションス

キル、コミュニケーション能力等 

大学 留学生との協働、日本語教育等 

(3) 「協調性・柔軟性」について 

 グローバル人材の資質・能力は多岐に渡るため、本

研究においては、「協調性・柔軟性」の資質・能力に

焦点化する。 

理由は、所属校の教育目標及び生徒の課題と「協調

性・柔軟性」に関連があるためである。 

 所属校の教育目標は「互いに敬愛し、協力し合う精

神を培い、健康の増進と体力の向上に努めることによ

り自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること

のできる人を育成する」等を掲げている。 

生徒の現状を把握するために教職員に対して行った

質問紙調査では、生徒は「内向的で、自ら発言するの

が苦手」、「自ら考え応用していくことが苦手」であ

る等、消極的な様子がうかがえる(表２)。 

表２ 所属校の生徒に対する印象について(n=35) 

良い点 課題点 

・誠実であり、何事も一生

懸命に取り組む生徒が多

い。 

・授業に集中して取り組む

生徒が多い。また、指示

をしっかり聞くことがで

きる。 

・真面目で堅実に取り組む

生徒が多い。 

・内向的で、自ら発言する

ことが苦手な生徒が少な

からずいる。 

・物事を学んだあと自ら考

え応用していくことが苦

手な生徒がいる。 

また、生徒たちの日頃の様子を観察すると、特定の

グループで行動している姿が見受けられる。そこで、

「生徒たちに人間関係の固定化があると感じる」かど

うかについて質問したところ、全ての教職員が「ある」

と回答しており、多様な他者と交流するための資質・

能力の向上が必要であることが分かる(図２)。 

 
図２ 生徒たちの人間関係の固定化について 

この多様な他者と交流していくための資質・能力は、

グローバル人材の資質・能力である「協調性・柔軟性」

にかかわりがあるといえる。 

本研究では、「協調性・柔軟性」を次のように定義

する。 

【協調性・柔軟性】集団全体の調和、視点の転換及び多

様な発想を生み出す資質・能力 

(繁桝他 1993 を基に作成) 

「協調性・柔軟性」が育まれ、多様な他者と関わり、

他者から新たな視点を得て自己の考えを深めることが

できれば、他者と交流する価値に気付き人間関係の固

定化も解消していくと考え、本研究では「協調性・柔

軟性」に焦点化をする。 

 

２ 仮説と検証方法 

(1) 仮説 

 本研究では、以下の仮説を検証していく。 

「さまざまな情報に触れることで、ものの見方、感じ方、

考え方を豊かにする活動」を行う国語科の授業は、グロー

バル人材として身に付けておくべき資質・能力である「協

調性・柔軟性」の育成に有効である。 

(2) 検証方法 

国語科の授業として計画し実践した後、グローバル

人材の要素「協調性・柔軟性」について、生徒を対象

とした授業前後の質問紙調査及び授業内で記入させた

成果物Ａ・Ｂを用いて分析・考察をする。 

【質問紙調査の実施期間】 

事前：令和３年10月14日(木) 

事後：令和３年10月28日(木)～10月29日(金) 

 

３ 検証授業 

(1) 概要 

【実施期間】令和３年10月20日(水)～10月28日(木) 

【対象】麻生高等学校 第１学年３クラス(118名) 

【単元名】新たな視点を手に入れることで自分の考え

を深めよう－「働くこと」に関する文章・

統計資料を読む－ 

(2) 評価規準 

 検証授業における単元の評価規準を表３に示す。 

表３ 検証授業の評価規準 

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解 

「働くこと」に関

する文章や統計

資料を幅広く読

むことを通し、情

報を得て用いた

り、ものの見方、

感じ方、考え方を

豊かにしたりし

ようとしている。 

「働くこと」に関

する文章や統計

資料を幅広く読

むことを通し、情

報を得て用いた

り、ものの見方、

感じ方、考え方を

豊かにしたりし

ている。 

文や文章の組み

立て、語句の意

味、用法及び表記

の仕方などを理

解している。 

 

(3) ＩＣＴの活用 

緊急事態宣言の影響によって、近距離で対面形式と
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なるグループワーク等に制約があるため、教育用オン

ラインアプリ「Padlet」(以下、「パドレット」という)

を使用した(図３)。 

このアプリは、作成した文章を即時に共有し、相手

の考えに対して意思表示(いいねマークを押す等)がで

きるという利点がある。 

 

図３ パドレットの使用例 

(4) 単元計画 

 検証授業の単元計画は次のとおりである(表４)。 

表４ 検証授業の単元計画 

時 主な学習内容 

１ ・「働くこと」のイメージを共有する 

・「成果物Ａ」を作成する 

２ ・「働くこと」に関する教材文を読む 

３ ・「働くこと」に関する統計資料を読む 

４ ・クラスメイトの意見を読む 

・「成果物Ｂ」を作成する 

(5) 授業内容 

ア 第１時 

「働くこと」のイメージを個人ワークで記述した後、

パドレットで共有する。その後、「働くこと」に関す

る考えをまとめた文章である成果物Ａを作成する。 

イ 第２時 

「悩む力」(姜尚中 2010)の中から、「働くこと」

に関する文章を教材として使用する。まずは初読の感

想をパドレット上で共有する。その後、内容把握を通

して、読む能力の育成につながる接続詞の用法や、具

体と抽象の概念について理解を深めていく。 

ウ 第３時 

「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」(内閣

府 2019)の中から「働くこと」に関する統計資料を使

用し、考えを深めながら統計資料の読み取り方を学ぶ。 

エ 第４時 

「働くこと」に関する自己の考えをパドレットによ

り共有した後、クラスメイトの意見の中から自己と異

なる意見を集約する。その中から、取り入れたい意見

を検討した上で、今まで触れてきた教材文、統計資料、

クラスメイトの意見等を根拠にしながら、成果物Ａと

同様に「働くこと」に関する考えをまとめた成果物Ｂ

を作成する。最後に、成果物Ａ・Ｂを比較し、振り返

り活動を行う。 

(6) 読む能力と「協調性・柔軟性」 

検証授業では、読む能力を育成するために、教材文、

統計資料、クラスメイトの意見を読むことで自己の考

えを深めさせる。この過程において、自己と向き合っ

たり、他者の意見を取り入れたりしながら自己の考え

を深め、「協調性・柔軟性」の育成につなげていく。 

 

４ 検証結果と考察 

(1) 国語科の授業として 

 検証授業における観点別学習状況の評価について、

大方の生徒が評価規準Ｂを達成した。 

次に、国語科の授業に関する質問紙調査の結果を示

す(図４)。「文章や資料を読むことで新たな視点を得

ることができる」かという質問に対する肯定的な回答

は、９ポイント上昇した。また、最頻値は事前調査の

「やや当てはまる」から、「当てはまる」となった。 

 

図４ 国語科の授業に関する質問紙調査結果 

(2) 成果物Ａ・Ｂの変容 

成果物Ａ・Ｂの変容を見取るために、まずは量的分

析として成果物Ａ・Ｂの作成時間及び他者の意見の活

用状況を確認する。作成時間は、成果物Ａ・Ｂの作成

が終了した時点で生徒自身が記入し、今までの授業実

践を踏まえて10分間を上限とする。 

その後、実際に変容が見られたかどうか、質的分析

として成果物Ａ・Ｂの記述内容を、他者の意見の活用

に注目しながら分析をしていく。 

ア 作成時間 

成果物Ａ・Ｂの作成時間とその人数を棒グラフで示

す(図５)。成果物Ｂにおける作成時間の平均値は、成

果物Ａと比べて増加し、中央値・最頻値も上がった。

この要因は、成果物Ｂを作成する際にこれまでの学習

で使用した教材文、統計資料、クラスメイトの意見を

見直し、それをどのように活用するのかを検討しなが

ら作成したことにあると考えられる。 

 

図５ 成果物Ａ・Ｂの作成時間について 
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イ 他者の意見の活用状況 

他者の意見の活用状況を確認するために、評点を用

いて量的に把握する。評点は、教材文、統計資料、ク

ラスメイトの意見を活用しているかどうかによって２

つに区分する(表５)。この評価によって、成果物Ｂが

授業のねらいどおりに「他者の意見を活用しているか」

について確認をしていく。 

表５ 他者の意見の活用に関する評点 

評点１ 評点２ 

教材文、統計資料、クラス

メイトの意見等を活用して

いない。 

教材文、統計資料、クラス

メイトの意見等を活用して

いる。 

成果物Ａ・Ｂの単元計画における位置付けと、各評

点の人数を図６に示す。 

 

図６ 成果物Ａ・Ｂの位置付けと各評点の人数 

成果物Ａの評価結果からは、26％の生徒がクラスメ

イトの意見を活用しながら書いている様子が確認でき

る。なお、成果物Ａはクラスメイトの意見をパドレッ

トで共有した後に作成しており、クラスメイトの意見

を活用する場合は、自分の意見と他者の意見を分けて

記述するように指示をしている。 

最終段階として作成する成果物Ｂは、97％の生徒が

他者の意見を活用していることを確認できた。 

ウ 記述内容 

質的分析として、成果物Ａ・Ｂの記述から生徒の変

容を見取る。今回、代表的な例として生徒Ｘ、生徒Ｙ

の２つの事例を取り上げる。 

(ｱ) 生徒Ｘのケース 

生徒Ｘは、成果物Ａでは他者の意見を活用せず、成

果物Ｂでは活用している例である。作成時間、文字数

ともに、成果物Ｂでは約２倍に増えている(表６)。 

生徒Ｘの成果物Ａの記述は、自分自身の考えを述べ

ているのみである。一方、成果物Ｂの記述においては、

自己の考えに触れた後、他者の意見を根拠にしながら、

「日本人は海外の人よりも働いていて社会の一員にな

り存在を認められたいと思う人が多いのかな」と日本

人の傾向について推察している。その推察を基に、「働

くこと」に関する日本のあるべき姿について考えを深

めている。 

このことから、新たな視点に立って自己の考えを深

めている様子が見て取れる。 

表６ 質的分析のための比較(生徒Ｘ) 

 
(ｲ) 生徒Ｙのケース 

生徒Ｙは、成果物Ａ・Ｂともに他者の意見を活用し

ていた例である。また、作成時間・文字数においては

成果物Ａ・Ｂともに充実している(表７)。 

生徒Ｙの成果物Ａの記述を見ると、「働くこと」に

関して自己の考えを持っていることが分かる。ただし、

他者の意見には触れているのみである。成果物Ｂの記

述では、自己の考えを述べた後、統計資料のデータを

活用して説得力を高めている。そして、今回の学習を

通して得た「自分の価値や生きる意味を見い出す」こ

とについて、教材文の意見を活用しながら考えを深め

ている。 

このように、他者の意見を活用しながら自己の考え

を深めている様子が見て取れる。 

表７ 質的分析のための比較(生徒Ｙ) 

 
(3) 質問紙調査の結果 

質問紙調査の「協調性・柔軟性」に関する質問項目

は、「協調性・柔軟性」の定義を踏まえた上で、所属

校の実態や本研究の目的に合わせて、四件法で５項目

作成した。作成にあたっては、質問項目の内容が重複
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しないように配慮した。また、今回は一単元のため、

「～しようとしている」という文末に統一することで

意識の変容を見取る。なお、「問１～問６」は国語に

関する質問等であり、問７～問11は「協調性・柔軟性」

に関する質問項目である。 

表８は「協調性・柔軟性」に関する質問項目とその

結果である。回答「当てはまる」を４点、回答「やや

当てはまる」を３点、回答「やや当てはまらない」を

２点、回答「当てはまらない」を１点とし、授業の事

前事後で平均値を算出した。また、別にウィルコクソ

ン符号順位検定を行った。有意水準は0.05と設定した。 

問11以外の質問項目においては、授業後の平均値は

上昇し、授業前と後で「協調性・柔軟性」に関する意

識が有意に高まるという結果が得られた。一方で、問

11の「他の人の考えを受け入れようとしている」かと

いう質問項目では、有意差が認められなかった。 

表８ 「協調性・柔軟性」に関する質問項目と結果 

 
ここで、有意差が認められなかった問11と、有意差

が認められた一例として問10に着目し分析をしていく。 

問11「他の人の考えを受け入れようとしている」と

いう質問に対する肯定的な回答は、授業の事前事後で

大きな変化はなく共に高い数値を示した(図７)。この

質問項目において有意差が認められなかったのは、普

段から指示どおりに授業に向かう生徒の様子等からも

理解できる。 

 

図７ 質問紙調査問11の結果 

一方で、問10「他の人と議論(意見交換)を楽しもう

としている」という質問項目については、肯定的な回

答は13ポイント上昇している(図８)。 

 

図８ 質問紙調査問10の結果 

問７～問９も同様の傾向である。これらの質問項目

においては、「協調性・柔軟性」の意識の変容が認め

られる。 

さらに、授業後の質問紙調査の自由記述欄には次の

ような記述が多く見られた。 

・今回の授業を通し、言葉にはたくさんの意味があること

を知りました。また、それは人それぞれで異なり、それ

らの意見を共有することで更に言葉の意味は広がると

いうことが分かりました。 

・評論などを読んだりしても自分の意見は変わらないと

思っていたけど、ちゃんと文章を読んで理解して他の

人の意見も取り入れたら自分の中で考えが変わってお

もしろかった。 

・働くことについて学んで、クラスの人と意見を交換した

りして、別の見方やそんな考え方があるんだ、と思うこ

とがたくさんあり様々な見方ができておもしろい授業

だった。 

他者の意見に触れて、自己と向き合ったり、新たな

考えを取り入れたりしながら自己の考えを深めている

様子を記述からも見取ることができる。 

 

研究のまとめ 

 

１ 研究の成果 

 これまで述べてきた成果物Ａ・Ｂの記述の変容や質

問紙調査による意識の変容から、「さまざまな情報に

触れることで、ものの見方、感じ方、考え方を豊かに

する活動」を行う国語科の授業は、グローバル人材と

して身に付けておくべき資質・能力である「協調性・

柔軟性」の育成に有効であった。 

 今回は国語科による実践ではあるが、一つの教科に

限定せずにグローバル人材の育成につながる授業を実

施すれば、所属校のミッションである「高い志を持っ

て国際社会に貢献できるグローバル人材の育成」の達

成につながっていくと考えられる。 

 次に、今回の検証から、所属校の生徒の課題である

「人間関係の固定化」の改善につながると考えられる

ことに着目していく。授業後の質問紙調査の自由記述

欄において、人間関係の固定化の解消につながる記述

が見られた。 

・スマホを使って意見交換するのはすごくよかったです。

私は自分自身の意見に自信がもてず、意見を否定され

たらどうしよう、など考えてしまって、思うように授業

ができないので、匿名で意見を言えるのがとても助か

りました。 

・自分の意見を発表するのが苦手なので相手に上手に伝

えられているか合っているか不安だったけど授業を通

して人と違う考えでも伝えることは大事だと思った。 

 特に匿名性に関する記述に注目したい。匿名性の高

いパドレットであれば、交流の少ないクラスメイトに
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対しても、意見を言う際の障壁が低くなることが見て

取れる。匿名性を効果的に活用することが出来れば、

人間関係の固定化を解消していく可能性がある。 

しかし、パドレットに関しては、検証授業に参加し

た教職員から次のような懸念も挙げられている。 

・パドレットが非常に良かったので、自分の授業でも活用

してみたい。しかし、パドレットの匿名性は良し悪しだ

と感じた。取り組みやすいが、生徒に発言の責任を持た

せることが難しい。 

パドレットに限らず、匿名で意見を交流する際は留

意していく必要があるが、人間関係の固定化を解消す

るために活用していくことで、よりよい利用方法を確

立していきたい。 

 

２ 課題と今後の展望 

一つ目は、長期的に取り組むことによる効果の検証

である。今回の検証授業は、一単元における意識の変

容を見取ったのみである。長期的に取り組み、資質・

能力の育成を目指していく必要がある。 

二つ目として、ミッションや教育目標の達成に向け

てカリキュラム・マネジメントの視点で、より学校全

体で取り組んでいくための体制づくりが挙げられる。 

学校のミッション達成に向けては、教科ごとにグロ

ーバル人材の各要素に対してどのような授業を構想出

来るのか、検討していくことが求められる。さらには、

教科等を越えて学校全体として取り組む意識を醸成し

ていくことが重要である。 

最後に、生徒の自己評価能力の育成についてである。

今回の単元では、他者の意見に触れて自己と向き合っ

たり、新たな考えを取り入れたりしながら自己の考え

を深めている姿を評価しているが、それを示している

にもかかわらず、一部の生徒において自己評価が低く

教員からの評価結果と異なるケースが見受けられた。 

検証授業に参加した教職員からは、次のような自己

評価に関する課題が挙げられている。 

・成果物Ａ・Ｂの比較は、生徒が正確に自己評価できない

と難しい。 

・本校の生徒たちが正しく自己評価(メタ認知)できてい

るか、非常に気になった。例えば目標達成していないと

自己評価していても、実際は達成しているなどの問題

が起きていないだろうか。 

生徒の自己評価能力の育成は、新学習指導要領の実

施に向けて、さらに重要性が増していくと考えられる。 

 

おわりに 

 

 本研究では、グローバル人材の育成につながる国語

科の授業の実践例として、「協調性・柔軟性」に焦点

化した事例を一つ示した。生徒が資質・能力を身に付

け、グローバル社会で生き抜いていくために、今後も

生徒理解に努め授業改善に取り組みたい。 

 最後に、所属校の生徒・教職員をはじめ、本研究に

御協力いただいた皆様に心から感謝申し上げる。 
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令和３年度長期研修講座検証授業 

「指導と評価の計画」 

１ 科目名  国語総合 

 

２ 単元名 新たな視点を手に入れることで自分の考えを深めよう 

―「働くこと」に関する文章・統計資料を読む― 

 

３ 単元の目標（単元で身に付けさせたい資質・能力） 

・幅広く文章を読み、情報を得て用いたり、ものの見方、感じ方、考え方を豊かにしたりしようとする。（関

心・意欲・態度） 

・幅広く文章を読み、情報を得て用いたり、ものの見方、感じ方、考え方を豊かにしたりする。（C読むこと

（１）オ） 

・文や文章の組み立て、語句の意味、用法及び表記の仕方などを理解する。（知識・理解）〔伝統的な言語文

化に関する事項〕（１）イ（イ） 

 

４ 単元の評価規準 

関心・意欲・態度 読む能力 知識・理解 

「働くこと」に関する文章や統

計資料を幅広く読むことを通

し、情報を得て用いたり、もの

の見方、感じ方、考え方を豊か

にしたりしようとしている。 

「働くこと」に関する文章や統

計資料を幅広く読むことを通

し、情報を得て用いたり、もの

の見方、感じ方、考え方を豊か

にしたりしている。 

文や文章の組み立て、語句の意

味、用法及び表記の仕方などを

理解している。 

 

５ 単元の指導と評価の計画   a:関心・意欲・態度  b:読む能力  c:知識・理解 

次 時 主たる学習活動 a b C 評価方法 

1 1 

・単元の全体の流れと単元目標を確認する。 

・「働く」という言葉に対するイメージを共有する。 

・「働くこと」に関する文章を書く。（成果物 A) 

・「働くこと」に関する文章の範読を聞き初読の感想を書く。 

      

2 

2 

・初読の感想を共有化する。 

・「働くこと」に関する教材文を読む。 

・教材文を通じて、接続詞の役割や具体・抽象の概念を学ぶ。 

・辞書の意味とは異なる捉え方があることを理解する。 

 ※授業後、補足動画「働くという言葉のイメージ」を配信する 

  
 

  
〇  

ワークシート 

（冊子プリン

ト） 

3 

・「働くこと」に関する統計資料を通して、読み方を学ぶ。 

・統計資料を読んで考えたことをまとめ、共有する。 

・教材文、統計資料から読み取ったことを根拠に「働く」こと

に関するまとめの文章を書く。 

 

 

 

 

  〇  

ワークシート 

（冊子プリン

ト） 



 

 

3 4 

・まとめの文章を共有し、クラスメイトの考えを理解する。 

・自分自身の文章とクラスメイトの文章を読み比べて、相違点

を認識するとともに、新しい視点を得る。 

・「働くこと」に関する文章を書く。（成果物 B) 

・自分自身の作成した２つの文章（成果物 AB）を比較する。 

・単元の目標を達成できたか振り返りを行う。 

〇 〇 〇  

ワークシート 

（冊子プリン

ト） 

成果物 B 

 

６ 本時の展開（１時限） 

 学習活動 指導上の留意点 評価 

導入 

(5分） 

・単元全体の流れと単元目標を確認する。 

 

・単元目標は、単元を通して意識し続け

ることが重要であることを理解させる。 

 
展開 

(40分） 

・「働く」の辞書の意味を確認する。 

・「働く」という言葉に対するイメージを想

像して書き、そのイメージを共有する。 

 

 

 

 

 

 

・「働くこと」に関する文章を書く。（成果

物 A) 

 

 

 

・「働くこと」に関する文章の範読を聞き、

初読の感想を書く。 

・「働く」という言葉のイメージについ

て、活動が進まない場合は、短文や単語

の記述でも構わないことを伝える。 

・イメージの共有化について、教育用オ

ンラインアプリ「パドレット」を使用す

る際は、目新しさのみに意識がいくこと

がないように留意させる。 

 

 

・「成果物 A」を書く際は、評価にはか

かわらないことを伝え、書ける範囲で書

くことができれば問題ないことを伝え

る。 

 

・初読の感想が授業中に書き終わらない

場合は、宿題とすることを伝える。 

まとめ 

(5分) 

・本日の学習内容を振り返る。 

・次回の授業内容を確認する。 

・傾聴する姿勢をとらせてから説明を行

う。 

 

本時の展開（２時限）  

 学習活動 指導上の留意点 評価 

導入 

(5分） 

・前回までの内容を確認する。 

・本日の取り組み内容を確認する。 
・単元目標にも意識を向けさせる。 

〔評価の観点〕 

   

c:知識・理解 

 

〔評価方法〕 

 ワークシート 

（冊子プリント） 

 

 

展開 

(40分） 

・初読の感想を共有する。 

 

 

 

 

 

 

・初読の感想の共有について、教育用オ

ンラインアプリ「パドレット」を使用す

る際は、目新しさのみに意識がいくこと

がないように留意させる。 

 

 

 



 

 

・「働くこと」に関する教材文を読む。 

 

 

 

・教材文を通じて、接続詞の役割や具体・抽

象の概念を学ぶ。 

 

 

・辞書の意味とは異なる捉え方があることを

理解する。 

 

 

・教材文を生徒が読む際は、ソーシャル

ディスタンスに十分に留意するように意

識させる。 

 

・接続詞の役割や具体・抽象の概念を理

解することができれば、他の評論文を読

む際にも活用できることを意識させる。 

 

・教材文の内容と、「働く」という言葉

の辞書的な意味を比較することで、辞書

の意味とは異なる捉え方があることを理

解させる。 

〔評価規準〕 

c:文や文章の組み立て、語

句の意味、用法及び表記の

仕方などを理解している。 

まとめ 

(5分) 

・本日の学習内容を振り返る。 

・次回の授業内容を確認する。 

 

・傾聴する姿勢をとらせてから説明を行

う。※授業後、補足動画「働くという言葉のイメー

ジ」を配信することを伝える。 

 

本時の展開（３時限） 

 学習活動 指導上の留意点 評価 

導入 

(5分） 

・前回までの内容を確認する。 

・本日の取り組み内容を確認する。 
・単元目標にも意識を向けさせる。 

〔評価の観点〕 

b:読む能力 

 

〔評価方法〕 

 ワークシート 

（冊子プリント） 

 

〔評価規準〕 

b:「働くこと」に関する文

章や統計資料を幅広く読む

ことを通し、情報を得て用

いたり、ものの見方、感じ

方、考え方を豊かにしたり

している。 

 

 

 

 

展開 

(40分） 

・統計資料の概要を理解した上で、自分自身

もアンケートに回答する。また、その回答結

果をクラスメイトと共有する。 

 

・「働くこと」に関する統計資料を読み、穴

埋め問題演習を行う。 

・解答を確認しながら、統計資料の読み方の

ポイントを確認する。 

 

・統計資料から読みとったことや、考えたこ

とをまとめ、共有する。 

 

 

 

・次回のグループワークの内容を確認する。 

・教材文、統計資料から読み取ったことを根

拠に「働くこと」に関するまとめの文章を書

く。 

 

 

 

 

・統計資料の読み方のポイントを理解す

ることができれば、他の統計資料を読む

際にも活用できることを意識させる。 

 

 

・統計資料から読み取ったことや考えた

ことをまとめる際は、統計資料から読み

取った内容と、自分自身の意見を区別さ

せ、混在しないように留意させる。 

 

・働くことに関するまとめの文章を書く

際は、教材文や統計資料から読み取った

ことを根拠に考えをまとめるように意識

させる。 

まとめ 

(5分) 

・本日の学習内容を振り返る。 

・次回の授業内容を確認する。 

・傾聴する姿勢をとらせてから説明を行

う。 



 

 

本時の展開（４時限） 

 学習活動 指導上の留意点 評価 

導入 

(5分） 

・前回までの内容を確認する。 

・本日の取り組み内容を確認する。 
・単元目標にも意識を向けさせる。 

〔評価の観点〕 

a:関心・意欲・態度   

b:読む能力   

c:知識・理解 

 

 

〔評価方法〕 

 ワークシート 

（冊子プリント） 

成果物 B 

 

〔評価規準〕 

a:「働くこと」に関する文

章や統計資料を幅広く読む

ことを通し、情報を得て用

いたり、ものの見方、感じ

方、考え方を豊かにしたり

しようとしている。 

 

b:「働くこと」に関する文

章や統計資料を幅広く読む

ことを通し、情報を得て用

いたり、ものの見方、感じ

方、考え方を豊かにしたり

している。 

 

c:文や文章の組み立て、語

句の意味、用法及び表記の

仕方などを理解している。 

展開 

(40分） 

・まとめの文章を共有し、クラスメイトの考

えを理解する。 

 

 

 

・自分自身の文章とクラスメイトの文章を読

み比べて、相違点を認識するとともに、クラ

スメイトの文章から取り入れたい考えを選

ぶ。 

 

・「働くこと」に関する文章を書く。（成果

物 B) 

 

 

 

 

・自分自身の作成した２つの文章（成果物

AB）を比較する。 

 

 

 

 

 

・まとめの文章の共有化について、教育

用オンラインアプリ「パドレット」を使

用する際は、目新しさのみに意識がいく

ことがないように留意させる。 

 

 

 

 

 

 

・成果物 Bを書く際は、教材文や統計資

料から読み取ったことを根拠に考えをま

とめるように意識させる。また、自分自

身とクラスメイトの意見を区別させ、混

在しないように留意させる。 

 

・成果物 Aと成果物 Bを比較する際は、

記述の充実（教材文・統計資料・クラス

メイトの意見から新たな視点を得ている

か）に意識を向けさせる。また、記述の

内容（働くことに対する考え方の方向

性）が変わらないことに関しては、問題

はないことを伝える。 

まとめ 

(5分) 

・単元の目標を達成できたか振り返りを行

う。 

 

・振り返りが進まない生徒については、

書き方の例を参考にしても構わないこと

を伝える。 

 

 


