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要    旨 

 あああアクション・リサーチの手法を用い、hyper-ＱＵや教科に関する独自のアンケーあああ

あああト等によるアセスメントを基に、対話を通して思考を深める国語の授業を展開するあああ

あああことで、生徒の自信や国語の力が付いた実感を生み出すことができた。校内プロジあああ

あああェクトチームを中心にアクション・リサーチに取り組み、校内研修等を通してそのあああ

あああ手法や成果が学校全体へと広がっていったことで、教師の指導力向上を目指した協あああ

あああ働的な取組としてアクション・リサーチが有効であることが示唆された。 

 

キーワード： 指導力向上、アクション・リサーチ、hyper-ＱＵ、対話的な学び、 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策 

 

 

１ はじめに 

 高等学校においては、新学習指導要領の実施を令和４年度に控え、「主体的・対話的で深い学び」

の実現のための授業改善が強く求められている。本校では、学校教育目標に謳う「地域と共にあ

る魅力と活力ある大宇陀高校 八角塔の精神を継承～自他の命を大切にし地域に貢献する自律・自

立した社会人の育成～」を目指し、生徒が自ら学びを調整し、自己の成長を実感できるよう「わ

かる授業」を実現すべく教員の指導力向上を図っている。そのための取組として、平成 28年度か

ら「授業力向上委員会」を立ち上げ、研究授業や協議を通じた研修を重ねてきた。５年目となる

令和２年度は、奈良県と早稲田大学との連携協定を活用し、「対話的で探究的な学びの構築事業」

の一環としてアクション･リサーチ（以下「ＡＲ」という。）の手法を用いた授業改善に取り組ん

だ。なお、「コロナ禍」といわれる状況の下、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策（以下

「新型コロナウイルス感染対策」という。）を、生徒の対話的な活動や教師の校内研修会において

どのように講じるかを念頭に研究を進めた。 

 

２ 研究目的 

ＡＲの手法を用い、生徒のコミュニケーション能力、思考力を高める指導の在り方を探究する
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とともに、教師の指導力向上を目指した協働的な取組におけるＡＲの有効性について考究する。      

 

３ 研究方法 

(1) 研究期間 令和２年４月～12月 

(2) 研究対象 実施校：奈良県立大宇陀高等学校 

(3) ＡＲの手法を用いた理由 

井上（2020）は、ＡＲについて、「Kurt Lewin(1890～1947)

によって最初に提唱された研究方法」であり、「実践者が実

践の場で自らの実践を改善し、実践者自身が実践者として

成長することで、より人間的なコミュニティー・社会の実

現に貢献していくための回帰的な研究プロセス」であると

説明し、そのプロセスを「①ニーズアセスメント、②アク

ション･プランニング、③アクション、④アセスメント、⑤リフレクション」と整理した。そして、

①で設定したゴールの達成を目指し、②から⑤のサイクル（Phase）を Phase１、Phase２、Phase

３、･･･と何回か回していく(図１)ことで実践は飛躍的に改善していくこととなり、「実践に改善

の余地がある限り終わりのないプロセスである。」と述べている。実践者が自らの思いや願い、課

題意識からスタートできるＡＲは、教科の特性を越えて共有できる授業改善の方法論となるので

はないかと考え、このプロセスを踏まえて授業改善に取り組むこととした。                      

(4) 研究体制  

取組に当たり、有志が集まり、校

内プロジェクトチームを結成した。

メンバーは、国語科、地歴公民科、

数学科、外国語科の教員６名と、取

組を俯瞰し全体に広げる役割を担

う教務部長の計７名であった。ま

ず、1学期後半より国語科を中心に

ＡＲの手法を用いて Phase１に取

り組み、その内容について校内研修

会で共有した。２学期以降は、校内

でのＡＲのテーマを「きらめきとハードル～生徒がきらめくシーンを生み出す適切なハードルの

設定～」とし、メンバー全員が各自の課題に沿ったＡＲに取り組み、その成果と課題を校内研修

会等で共有することで、取組を学校全体に広げていった（図２）。取組に当たっては、ＡＲ、hyper-

ＱＵ（「よりよい学校生活と友達作りのためのアンケート」図書文化）のそれぞれの専門家から指

導助言を受けた。また、教科の視点からの指導助言、校内研修会のサポートについては、各教科

指導主事が当たった。 

 

４ 研究内容 

(1) 国語科でのＡＲの取組 

ア 研究期間 令和２年６月～11月 

イ 研究対象 

図１ ＡＲのイメージ 

図２ 研究のイメージ 
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実施校：奈良県立大宇陀高等学校 

対象生徒：奈良県立大宇陀高等学校１年生（19名） 

実施科目：国語総合 

ウ 研究の経過 

 ＡＲを進めるに当たり、ＡＲゴール設定シート（資料１参照）を用い、授業者自身の思いや願

い、これまでの実践の問題点、生徒の現状の分析を整理するところから始めた。 

(ｱ) リサーチクエスチョンの設定 

 本校の生徒の課題の一つに、コミュニケーションが苦手であることが挙げられた。自分の思い

や考えをうまく表現できず、相手の気持ちを理解できないことにより生じる人間関係のトラブル

や、それが原因で不登校になったり退学したりするケース、また、卒業後に就職先での人間関係

をうまく築くことができずに退職してしまうケースなども目の当たりにしてきた。中央教育審議

会初等中等教育分科会教育課程部会（2016）によると、文部科学省の有識者会議では、コミュニ

ケーション能力を「いろいろな価値観や背景をもつ人々による集団において、相互関係を深め、

共感しながら、人間関係やチームワークを形成し、正解のない課題や経験したことのない問題に

ついて、対話をして情報を共有し、自ら深く考え、相互に考えを伝え、深め合いつつ、合意形成・

課題解決する能力」と定義している。この定義によるコミュニケーション能力は、まさに本校の

生徒に身に付けさせたい力と重なると言え、その育成は言語活動の基盤を担う国語科が中心とな

って行う必要があると考えられた。また、本校には、学習に対して無気力、無関心な生徒が見ら

れるという状況もあった。学習に対する苦手意識があり、授業を通して力が付いた実感がないた

めに自信がもてず、自己肯定感が高まらないという負のスパイラルに陥っているように見受けら

れる。それらの課題の解決のために、先述のようなコミュニケーション能力を高め、仲間に自分

の考えを発信し、認められるような場面を経験することで、生徒たちの主体性や自信を育むこと

ができるのではないかと考えた。 

そこで、ＡＲの取組を通して目指す生徒の姿を、「自分の考えをもった上で、それを適切に表現

でき、相手意識をもち、人の気持ちを理解できるコミュニケーション能力をもつ生徒」、「楽しく

前向きに学習に取り組み、粘り強く考えることができる生徒」、「自分に自信をもつことができる

生徒」とした。そして、生徒がそのような成長を遂げるためには、教師自身がそれを促す授業を

展開していく力を高める必要があると考え、ＡＲのゴールを「生徒がコミュニケーション能力、

思考力を高められる授業、力が付いた実感がもて、自信につながる授業を展開できる指導者にな

ること」と設定した。 

(ｲ) Phase1の取組（６月～７月） 

ａ 現状分析とゴール設定（アクション・プランニング） 

○現状分析 

令和２年度は新型コロナウイルス感染対策のため、１年生は入学後２か月にわたり在宅教育と

なった。６月の登校再開後の様子からは、クラスメイトと打ち解けることができなかったり、人

前でほとんど言葉を発することができなかったりするなど、コミュニケーションを苦手とする生

徒や、学習に対して苦手意識が強い生徒が多い印象を受けた。中には、一度活動し始めると教師

の指示を聞くことができなくなる生徒や、高校生活に対し前向きな気持ちになれず、入学早々に

もかかわらず退学したいと口にする生徒が複数いた。 

授業開きに当たり、生徒たちの国語の授業に対する印象や自己評価について知るために、「国語
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の授業に関するアンケート（資料２参照）」を行った。質問２「国語の授業で、クラスメイトと対

話することは楽しい。」に対し肯定的に答えた生徒は 10名（52.6％）であった。また、質問７「ク

ラスメイトの前で自分の考えや意見を話すことは得意だ。」に対し「そう思う」と回答した生徒は

おらず、「どちらかといえばそう思う」と回答した生徒もわずか２名（10.5％）で、ほとんどの生

徒が人前での意見の表明を苦手としていることが分かった。質問 12「国語の授業で、自分で考え

ることは楽しい。」では 15 名（78.9％）が否定的な回答をしており、楽しんで自ら思考を深めて

いる生徒は多くないことが見て取れた（表１・なお、表内の数値については、小数点以下第２位

を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。） 

また、各質問間の相関係数（ｒ）を算出し、効果量として分析した。Cohen(1988)が提唱した基

準によると、効果量（ｒ）が 0.1以上だと小さな相関、0.3以上だと中程度の相関、0.5以上だと

大きな相関があると言える。質

問 14「楽しく前向きな気持ち

で国語の授業に参加できてい

る。」と質問 18「授業を通して

国語の力が付いてきていると

感じる。」の間、質問 10「「クラ

スメイトと対話する活動を通

じて、自分の考えを深めること

ができている。」と質問 14 の

間、質問 10と質問 18 の間に強

い相関が見られた（表２、全ての項目については資料３を参照）。これらの結果から、楽しく前向

きな気持ちで学ぶことと力が付いた実感、対話することと楽しく前向きな気持ちで学ぶこと、対

話することと力が付いた実感がそれぞれ関わり合っていると捉えられた。そこから、「対話を通し

て考えを深めることに重点を置くことで、生徒たちが楽しく取り組み、力が付いた実感を深めら

れる授業」を自らの目指す授業とし、ＡＲの手法を用いた授業改善の取組を通して探究すること

とした。なお、目指す授業ができたかの検証には、Phaseごとに計４回実施する「国語の学習に関

するアンケート」への回答の推移、単元ごとの「振り返りシート」の記述の分析、７月、11月の

２回にわたり行った hyper-ＱＵの結果、生徒への聞き取り、生徒の様子の観察をもって行った。 

○ゴール設定 

まずは対話に対する抵抗感を払拭し、楽しみながら学ぶことに重点を置き、Phase1 のゴールを

「生徒が対話的な活動を楽しみながら、思考を深められるような授業を展開する。」と設定した。 

ｂ 授業記録とアンケート結果（アクション、アセスメント） 

○授業記録より 

「読むこと」の領域において、文章の内容や構造を捉える際に対話的な活動が有効であると考

表２ 質問間の相関の効果量(Ｎ＝19・抜粋) 

表１「国語の学習に関するアンケート」回答状況（Ｎ＝19・抜粋） 

10 14 18

１０．クラスメイトと対話する活動を通じ

て、自分の考えを深めることができている。
1 .522*** .639***

１４．楽しく前向きな気持ちで国語の授業に

参加できている。
.522*** 1 .741***

１８．授業を通して国語の力が付いてきてい

ると感じる。
.639*** .741*** 1

***：効果大

質問項目 当てはまる
やや

当てはまる

あまり

当てはまらない
当てはまらない

２．国語の授業で、クラスメイトと対話することは楽しい。 21.1% 31.6% 26.3% 21.1%

７．クラスメイトの前で自分の考えや意見を話すことは得意だ。 0.0% 10.5% 31.6% 57.9%

１２．国語の授業で、自分で考えることは楽しい。 5.3% 15.8% 42.1% 36.8%
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え、Phase１の単元をアクション・プランとして構成した（表３）。なお、対話的な活動は、奈良県

教育委員会作成の「新型コロナウイルス感染症にかかる学校教育活動に関するガイドライン

（2020）」に基づき、新型コロナウイルス感染対策を講じながら実施した。 

対話的な活動①では、対話のルールとして、「相手に聞こえるはっきりとした声で話す。」「相手

の目を見て話を聞く。」「相手の意

見を否定しない。」の３点を示し、

悪い例と良い例を授業者が実演し

た。また、授業者自身が負けた経

験を話し、話すことのモデリング

を行った。活動では、熱心に活動

しようとする様子が見られたが、

相手の目を見ることができない生徒や聞き取れないほど声の小さい生徒、相手の反応を気にせず

一方的にまくし立てるように話す生徒がいるなど、対話の体をなしていないペアもあり、課題が

浮き彫りとなった。一方で、それまでクラスメイトと一度も会話をしたことのなかった生徒がワ

ークシートの記述を見ながらしっかりとやり取りしていたり、おとなしい印象であった生徒がう

まく相手の話を引き出したりしている様子も見られた。 

対話的な活動②では、「自分の役割を全うし、人任せに

せず協力する。」「話を聞くときはうなずいたり相槌を入

れたりする。」の２点を対話のルールに加えた。さらに、

対話的な活動①での生徒たちの様子の観察を生かし、グ

ループの中心を担える生徒を分散させるなどし、活発な

活動となるようにグループを編成した。また、西中

（2004）の実践を参考に、「グループ改善の手続き」による三つの役割（進行係、時間係、記録係）

を用意し、全ての生徒にそれぞれの個性に応じた役割を与え、活動に参加している意識をもたせ

た。これらの手立てを講じた結果、なかなか発言できない生徒や声の小さい生徒も数人いたもの

の、相手の話をうなずきながら聞いたり、自分の役割を全うするためにスクリーンに表示された

残り時間を確認して伝えたりと、事前に示したルールや自らの役割を意識して活動する生徒の姿

が見られた(図３)。 

○「国語の学習に関するアンケート」結果より 

 「国語の学習に関するアンケート」について、Phase1前後で比較すると、全ての項目で平均値

が向上した（表４）。また、Phase１の取組の効果を調べるために、Cohenの効果量を算出した。効

果量はｄで表すことができ、ｄが 0.2 以上だと小さな効果、0.5以上だと中程度の効果、0.8以上

だと大きな効果があったといえる。質問２「国語の授業でクラスメイトと対話することは楽しい。」

質問６「国語の授業でクラスメイトの書いた文章を読むことは楽しい。」質問 12「自分で考えるこ

とは楽しい。」質問 14「楽しく前向きな気持ちで国語の授業に参加できている。」において中程度

の効果が示されていることから、生徒たちが話し合ったり、書いたものを読み合ったりすること

を楽しみ、積極的に授業に取り組めたことが分かった。また、質問 10「クラスメイトと対話する

活動を通じて、自分の考えを深めることができている。」質問 18「授業を通して国語の力が付いて

きていると感じる。」において中程度の効果が示されていることから、対話を通して考えを深めな

がら力が付いた実感をもてたことが見て取れた。 

図３ グループ活動の様子 

単元名 具体例の効果に着目して、筆者の考えを捉えよう。

教材 「負け方を習得する」（『明解　国語総合　改訂版』三省堂）

対話的な活動① 「負け方」についての自分の考えをペアで伝え合う。

対話的な活動② 本文の内容をグループでマトリックスに整理する。

対話を促す手立て① 対話のルールとモデルの提示

対話を促す手立て② グルーピングの工夫と役割分担

・マスク着用の徹底

・１メートルの距離を保ち、対面しないよう机を扇形に設置（図３）

新型コロナウイルス

感染対策

表３ アクション・プラン（Phase１）の概要 
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ｃ リフレクション 

「国語の学習に関するアンケート」の Phase1前後の比較分析に加え、普段クラスメイトと話さ

ない生徒が積極的に話をしたり、無気力だった生徒が意欲を示したりするなどの姿を見ることが

できたことから、Phase1のゴール「生徒が対話的な活動を楽しみながら、思考を深められるよう

な授業を展開する。」を概ね達成できたと考えた。一方、ほとんど話さないまま終わった生徒がい

たり、それぞれの書いたメモを読み合うにとどまっていたグループがあったりしたことから、全

ての生徒が前向きな気持ちでクラスメイトと対話を楽しみ、さらに対話を通して国語の学びを深

めていくという点で、さらに探究が必要であることが明らかとなった。 

表４ 「国語の学習に関するアンケート」Phase１前後の回答の推移(Ｎ＝19) 

 

(ｳ) Phase２の取組（９月～10月） 

ａ 現状分析とゴール設定（アクション・プランニング） 

Phase1 では、生徒たちは対話的な活動を通した学びに熱心に取り組んだが、教師からの問いに

対し、話合い以前に主体的に考えることができているのかについては課題が残った。そのような

現状から、そもそも自ら深く考え、そのことについて「話したい」と思わせるような問いの設定

ができていたのかという指導者側の課

題に気付いた。そこで、Phase２のゴー

ルを「生徒が対話的な活動を楽しみな

がら、１学期よりも話せるようになり、

自信につながるよう、対話をより促す

授業を展開する。」と設定した。 

ｂ 授業記録とアンケート結果（アク

ション、アセスメント） 

○授業記録より 

教材として小説を取り上げ、登場人物の人物像や心情の変化を読み取る際に対話することで、

生徒たちが多様な読みに触れ、より深く思考することができると考え、単元を計画した（表５）。

表５ アクション・プラン（Phase２）の概要 

 単元名 登場人物の人物像と心情の変化を言動の描写から読み取ろう。

教材 「とんかつ」（『明解　国語総合　改訂版』三省堂）

対話的な活動① 初読の感想をペアで伝え合う。

対話的な活動② ペアで意見交換し、登場人物の人物像を捉える。

対話的な活動③ 中心人物は誰かをグループで話し合う。

対話と思考を

促す手立て①
フレームリーディングの手法を用いて本文を読み込む。

対話と思考を

促す手立て②
意見が分かれるような話合いのテーマの設定

対話と思考を

促す手立て③
考えの変化を自覚できるようなワークシートの工夫（図５）

ペアワーク：メモを読み合うことで直接会話はせずに交流

グループワーク：飛沫防止ボードの使用（図４）

新型コロナウイ

ルス感染対策

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 d 値

１．国語の授業では、クラスメイトと対話する機会がよくある。 2.32 1.003 3.05 .705 0.85***

２．国語の授業で、クラスメイトと対話することは楽しい。 2.53 1.073 3.05 .705 0.58**

３．国語の授業では、自分の考えや思いを文章で書く機会がよくある。 2.58 .961 3.21 .787 0.719**

４．国語の授業で、自分の考えや思いを文章で書くことは楽しい。 1.68 .749 2.21 .918 0.628**

５．国語の授業では、クラスメイトの書いた文章を読む機会がよくある。 1.68 1.003 2.63 .684 1.104***

６．国語の授業で、クラスメイトの書いた文章を読むことは楽しい。 2.32 1.204 2.95 .911 0.591*

７．クラスメイトの前で自分の考えや意見を話すことは得意だ。 1.53 .697 2.00 .816 0.624*

８．クラスメイトと話し合うとき、相手の話や意見を最後まで聞くことができる。 3.11 .875 3.26 .653 0.204*

９．クラスメイトと対話することで、考える力が身に付くと思う。 3.05 .911 3.26 .872 0.236*

１０．クラスメイトと対話する活動を通じて、自分の考えを深めることができている。 2.37 .831 2.89 .875 0.617**

１１．国語の授業では、自分で考える機会がよくある。 2.53 1.020 3.26 .733 0.829***

１２．国語の授業で、自分で考えることは楽しい。 1.89 .875 2.37 1.012 0.501**

１３．国語の勉強は好きだ。 2.11 .809 2.42 .838 0.383*

１４．楽しく前向きな気持ちで国語の授業に参加できている。 2.58 1.017 3.11 .875 0.555**

１５．国語の勉強は大切だ。 3.32 .820 3.53 .513 0.308*

１６．国語の授業で勉強したことは将来役に立つと思う。 2.95 .780 3.26 .806 0.398*

１７．国語の授業の内容はよく分かる。 2.16 .688 3.26 .806 1.475***

１８．授業を通して国語の力が付いてきていると感じる。 2.21 .787 2.79 .713 0.771**

２回目（Phase1後）

***：効果大、**：効果中、*：効果小

質問項目
１回目（Phase１前）
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より主体的に本文を読み込んで考えを深めるための手法として、

フレームリーディング（青木､2017）を取り入れた。フレームリー

ディングとは、主に小学校の国語の授業で用いられている読みの

手法である。「１．文章全体を丸ごと読み、フレームをとらえる」

「２．必要に応じて詳細に読む」「３．詳細な読みを基に、再び全

体を見直して読む」という三つのステップからなるものであり、

特にステップ２で教師主導ではなく生徒自身が文章を読み込み、

ステップ３ではより焦点化して考えを深めることが期待できる。

また、対話的な活動③においては、話合いを活性化させ、思考をより深められるよう、意見が分

かれることが想定されるテーマの設定を行った。活動では、グループ内のメンバー全員が違う意

見をもち、論戦を展開するような場面も見られた（図４）。また、対話を通して考えが変わったり

深まったりすることを生徒たちに自覚させ、力が付いたという実感をもたせるために、ワークシ

ートに対話前後の考えの変化を記入する欄を設けた。ワークシートには、多くの生徒が他者の意

見を聞いたことによる考えの変化を書き留めていた（図

５）。対話前後の自分の考えの変化を意識させることで、

対話的な活動の意義を実感させることができた。 

○単元後の振り返りシートより 

単元の目標を達成できたかを問う質問について、「登場

人物の人物像について読み取ることができた。」において

89.5％、「登場人物の心情を読み取ることができた。」に

おいて 78.9％が肯定的な回答をした。自由記述欄の「心

情や人物像など（中略）じっくり学んでいくとさまざまな

ことが分かりました。」「物語の文章を何回も繰り返して読んだら大事なところは頭にある程度入

ってきた。」という記述からも、フレームリーディングの手法（手立て①）が本文を詳細に読む

ことにつながり、目標に近付くことができたことが見て取れた。また、「他者の意見を聞いて自

己の考えを深めることができた。」では、94.7％の生徒が肯定的な回答をしており、意見が分か

れるようなテーマの設定（手立て②）を行ったことで、対話を通し自分とは異なる考えに触れ、

思考を深められたことがうかがえた。また、「聞き取りやすい声で話すことができた。」には

73.7％の生徒が、また、「１学期よりも話す力が付いた。」には 89.5％の生徒が肯定的な回答を

した。Phase１からの継続的な対話を促す取組により、話すことに対する手応えが生徒たちの中

に芽生えてきたと捉えることができた（図６）。 

図６ 振り返りシートの質問への回答結果（Ｎ＝19） 

○「国語の学習に関するアンケート」より 

他
の
生
徒
の
意
見 

図５ 考えの変化を記録するワークシート 

 

図４ グループ活動の様子 

考えの変化 
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 質問 10「クラスメイトと対話する活動を通じて、自分の考えを深めることができている。」質問

12「国語の授業で、自分で考えることは楽しい。」で小さな効果、質問９「クラスメイトと対話す

ることで、考える力が身に付くと思う。」で中程度の効果が示された（表６・すべての項目につい

ては資料４を参照）。ここから、フレームリーディングの手法を用いてじっくり考えながら本文を

読み込み、話合いを通して異なる考えと出合い、ワークシートを用いて自分の考えの変化や深ま

りを自覚するという「対話と思考を促す手立て」が有効であったと考えられる。一方、否定的な

回答が増えたのが、質問 14「楽しく前向きな気持ちで国語の授業に参加できている。」、質問 17「国

語の授業の内容はよく分かる」であった。これらに否定的な回答をした生徒の振り返りシートに

は、「登場人物の心情を読み取るのが難しかった。」「自分の考えと違う意見を聞いて戸惑った。」

などの記述が見られた。また、質問７「クラスメイトの前で自分の考えや意見を話すことは得意

だ。」では、全体としては小さい効果が示されているものの、肯定的に答えた生徒は 36.8％にとど

まり、1 学期に比べ力が付いてきていると感じてはいるが、話すことに対し依然として自信のも

てない傾向が見て取れた。 

表６ 「国語の学習に関するアンケート」Phase２前後の回答の推移（Ｎ＝19・抜粋） 

 

ｃ リフレクション 

２学期に入り、生徒間の人間関係が構築されてきたこともあり、笑顔で和やかに対話する場面

が多く見られ、より多くの生徒が対話的な活動に意欲的に取り組んだことが見て取れた。一方、

自分の考えと違う意見に対して自分の考えを述べることがまだできていない生徒も少なからずい

た。また、教科書の本文を自分でしっかり読み込み、友達と異なる考えをもち、論戦を展開する

ことで、生徒たちは戸惑いながらも思考を深めていったといえるが、中には「難しい」「しんどい」

と感じ、自信を失ってしまった生徒もいた。今後も、生徒たちの様子を注意深くアセスメントし、

困難ではあるが乗り越えれば達成感を味わえるというような適切なハードルの設定を行っていく

必要性を実感した。 

(ｴ) Phase３の取組(11月) 

ａ 現状分析とゴール設定（アクション・プランニング） 

Phase２のリフレクションより、Phase３では、意見を言うだけでなく、対話を多様な考え方や

意見の「やり取り」にまで高めていくこと、そのやり取りの中で「分かった」「力が付いた」とい

う実感をもたせることが課題であると考え、「生徒が対話的な活動を楽しみながら、相手と適切な

やり取りができるようになり、自信につながる授業を展開する。」というゴールを設定した。 

ｂ 授業記録とアンケート・生徒への聞き取り結果（アクション、アセスメント） 

○授業記録より 

本単元では、生徒自身も課題であると感じている「話す・聞く力」を伸ばすために、対話の正

しいスキルを学ばせ、力が付いた実感をもたせたいと考えた。佐々木（2004）は、ディベートに

よって身に付く力として「傾聴力」「表現力」等を挙げている。相手の話をじっくり聞き、そこか

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 d値

７．クラスメイトの前で自分の考えや意見を話すことは得意だ。 2.00 .816 2.26 1.046 0.281*

９．クラスメイトと対話することで、考える力が身に付くと思う。 3.26 .872 3.32 .820 0.062**

１０．クラスメイトと対話する活動を通じて、自分の考えを深めることができている。 2.89 .875 3.16 .834 0.308*

１２．国語の授業で、自分で考えることは楽しい。 2.37 1.012 2.84 .898 0.495*

１４．楽しく前向きな気持ちで国語の授業に参加できている。 3.11 .875 3.05 1.026 -0.055

１７．国語の授業の内容はよく分かる。 3.26 .806 2.95 1.026 -0.342

１８．授業を通して国語の力が付いてきていると感じる。 2.79 .713 3.00 .882 0.262*

質問項目
２回目（Phase２前） ３回目（Phase2後）

***：効果大、**：効果中、*：効果小
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ら形成した自分の考えを適切に表現するスキルを身に付けるのにふさわしいと考え、Phase３では

ディベートに取り組むこととした（表７、８）。 

事前の準備（２～３時間目）では、やり取りのイメージをもたせるために、チーム内で相手の

反論を予測し、反駁
はんばく

を考える

ことを重点的に行った。ディ

ベート（４時間目）では、論

理的に話すことができている

生徒もいた一方で、反論の内

容が弱かったり、予想外の反

論に対し筋道立てて反駁する

ことができなかったりする生

徒も多くいた。しかし、チーム

内での作戦タイムではどのチ

ームも熱心に話し合ってお

り、同じ目的に向かい対話を

通じて協力し合う姿を見るこ 

とができた(図７）。ディベートの競技者以外は評価者となり、

各自決まった一人の生徒に注目し、良かった点と改善すべき点

を書き留めさせておき、まとめの時間（５時間目）に全体で共

有した。その際、生徒がうまく話せていたシーンの録画を再生

し、説得力のある話し方のポイントについて確認し、単元のま

とめとした。 

○単元後の振り返りシートより 

ディベートについて、「相手の話を理解することができた。」という項目では 89.5％が肯定的な

回答をしており、傾聴から理解、表現につなげられた生徒が多かったことが見て取れた。一方、

話すことに関する項目「聞き取りやすい声で話すことができた。」「相手の意見に対して適切に返

すことができた。」に肯定的に答えたのは、共に 63.2％と多いとはいえなかった（図８）。自由記

述欄には「難しいこともあったけど楽しかったです。」「すごく良い体験ができたと思う。またし

てみたい。」など、難しいと感じながらもやり遂げた達成感を示した記述が複数見られた。      

○「国語の学習に関するアンケート」と聞き取りより 

 Phase３後の「国語の学習に関するアンケート」では、質問 18「授業を通して国語の力が付いて

きていると感じる。」に 19 名中 18名が肯定的に回答した。ほぼすべての生徒が自身の成長を実感

できており、取組の効果も中程度示された（表９・すべての項目については資料４を参照）。生徒

図７ チームでの活動の様子 

 

表８ 単元の流れ 

図８ 振り返りシートの質問への回答結果（Ｎ＝19） 

 

表７ アクション・プラン（Phase３）の概要 

 身の回りの問題についてのディベートをしよう。

NHK高校講座「話し合いの方法　ディベートの方法」（動画）

生徒による手作りのフェイスシールド（全校生徒が持ち、授業

や学級活動等でも活用した。）の使用（図７）

対話的な活動

単元名

教材

ディベート（テーマ「ゴミ収集はすべて有料化すべきか。」

「小学生に携帯電話を持たせるべきか。」）

新型コロナウイ

ルス感染対策

時 内容

1
・単元の目標、ディベートの意義の説明 ・ディベートの概要を説明した

動画の視聴　・テーマとチーム、立場の発表

2

3

4 ・ディベート（競技者以外は評価を行う。）

5 ・ディベートの録画を見ながら振り返り

・インターネットを使った情報の収集

・チームによる立論、反論に対する反駁の原稿作成
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Ａは、過去のアンケートではこの項目については毎回「当てはまらない」と回答してきたが、今

回初めて「当てはまる」と回答したため、本人に聞き取りを行った。生徒Ａは、国語の学習に関

する自分の変化について、「話すことと読むことについてちょっと力が付いてきたように思う。」

と話した。生徒Ａは、入学当初は授業に前向きに取り組めないことも多かったが、現在では積極

的に発言する様子も見られるようになっている。また、質問８「クラスメイトと話し合うとき、

相手の話や意見を最後まで聞くことができる。」では中程度の効果が見られ、ディベートの一連の

活動の中で、生徒たちが聞く力の伸張を実感できたことが見て取れた。一方、質問７「クラスメ

イトの前で自分の考えや意見を話すことは得意だ。」では 63.2％が否定的な回答をしており、依然

として話すことに対する苦手意識を払拭し切れていないということが分かった。個人の回答に注

目してみると、質問２「クラスメイトと対話することは楽しい。」に対し、生徒Ｂは前回「どちら

かといえばあてはまる」と回答していたが、今回は「あてはまらない」と回答した。どのような

変化が生徒Ｂに起こったのかを知るため、生徒Ｂ本人に聞き取りを行ったところ、「友達と普通に

話をすることは好きだけど、ディベートという形式でのやり取りは難しく感じた。」と話した。生

徒Ｂの話から、多様な形態での話合いを経験させ、話す、聞く力を高めていくことは、今後も引

き続き取り組むべき課題であると考えた。 

表９ 「国語の学習に関するアンケート」Phase３前後の回答の推移(Ｎ＝19・抜粋)  

 

ｃ リフレクション 

ディベートの様子や振り返りシートの記述、聞き取りからは、ディベートという難易度の高い

ハードルに対し、生徒たちが懸命に挑んだことがうかがえた。準備や作戦タイムなどグループで

の活動の様子からは、生徒たちが互いに意見を聞き合いながらしっかりとやり取りをしている姿

が見られた。また、振り返りシート、「国語の学習に関するアンケート」からは、クラスメイトと

のディベートを難しく感じながらもグループで対話を重ねながら取り組み、生徒たちに授業を通

し国語の力が付いた実感が生まれたことが分かった。単元全体を通し、ある程度の個人差は見受

けられたものの Phase３のゴールはおおむね達

成できたと考える。さらに、今回のグループ活

動のような少人数でのやり取りの経験を重ねる

ことで、ディベートや多くの人の前での発表等

の場面でも活用できる、話す力を段階的に身に

付けさせていくことが大切であると考えた。 

(2) 国語科での取組の総括 

ア 「hyper-ＱＵ」の結果より 

 河村(2017)は、「子どもたちの主体的な学習参

加と、子ども同士の能動的な相互作用による学

習は、安定的な人間関係に支えられることで生

起される」と述べている。また、教師の意図し

た授業の成立は、授業をする教師のやり方と授

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 ｄ値

７．クラスメイトの前で自分の考えや意見を話すことは得意だ。 2.26 1.046 2.37 1.065 0.100

８．クラスメイトと話し合うとき、相手の話や意見を最後まで聞くことができる。 3.42 .692 3.74 .562 0.501**

１８．授業を通して国語の力が付いてきていると感じる。 3.00 .882 3.47 .772 0.571**

質問項目
３回目（Phase３前） ４回目（Phase3後）

***：効果大、**：効果中、*：効果小

図９ 学級満足度 

河村（2017）を基に作成 
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業を受ける学級集団の状態との適合性によって捉えることができ（河村・粕谷、2004）、授業にお

ける「話し合い活動」の成立には、集団のルールとリレーションの状況に応じて授業展開を工夫

する必要があることが指摘されており（粕谷、2009）、生徒の苦手の要因が生徒自身の中にあるの

か、それとも状況の中にあるのか教師が考える必要があると言える。そこで、取組においては、

生徒が冷やかされたり馬鹿にされたりすることを恐れて発言や活動に消極的になることがないよ

うに、受容的な雰囲気をつくることに努め、授業以外の場面でも安心できる学級づくりを意識し

た。また、質問紙調査 hyper-ＱＵを７月と 11月の２回にわたり実施し、生徒の心理や学級集団の

状態の把握を行った。hyper-ＱＵでは、承認得点を縦軸、被侵害得点を横軸とし、個々の生徒の

位置を表した学級満足度グラフから、個人と学級の状態を捉えることができる（図９）。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 第１回（７月）               (b) 第２回（11月） 

 

Phase１終了後の７月実施分（図 10(a)）では、学級生活満足群にある生徒が２名（点線囲み部

分）と 10.5％にとどまり、全国平均の 40％を大きく下回る結果であった。質問項目への回答状況

を見ると、全国平均よりも望ましい傾向にある項目はなく、複数の項目で全国平均と比べ望まし

くない傾向が見られ、他者から認められる機会が少なく、自信をもてずにいる生徒たちの姿が浮

き彫りとなった。これらの結果を基に、Phase２以降は、教師が生徒を認めることで、認め合う人

間関係を生徒間にも広げるべく取組を行った結果、11月実施分（図 10(b)）では、14名の生徒の

学校生活意欲総合得点が上昇し、学級生活満足群にある生徒数も４名に増加した。質問別では、

友人関係に関わる質問では依然として全国平均を下回ったが、教師との関係を尋ねる項目では全

国平均より望ましい傾向が示された。また、11月実施分において、被侵害の認知を示す回答をし

た生徒は一人もいなかった。このことから、安定的な人間関係が形成されていることがうかがえ、

生徒たちの主体的な学習参加が促されていることが確認できた。 

イ 生徒Ｃの変容より 

ここで本アクション・リサ

ーチにおける生徒の変容に

ついての具体的なケースに

ついて論じることとする。生

徒Ｃは、入学当初より、教師

の指示に全く反応を示さなかったり、誰とも話そうとしなかったりと、コミュニケーションを取

りづらい傾向があった。その生徒Ｃが初めてクラスメイトと会話をしたのが、Phase１でのペア活
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図 10 hyper-ＱＵプロット図 

図 11 生徒Ｃの記述 
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動であった。生徒Ｃが、状況によっては話すことが分かり、授業の中で話す必然性を設定するこ

との大切さに気付かされた。その後、生徒Ｃは、Phase２、３において意見の異なる生徒に質問し

たり自分の考えを伝えたりするなど、非常に積極的に対話的な活動に取り組む様子が見られ、「国

語の学習に関するアンケート」の自由記述欄では、国語の授業で「コミュニケーションに関する

力をつけてきている」と記述した（図 11）。授業以外でも、11 月に行われた文化祭で全校生徒を

前に歌声を披露するなど、入学時には予想もしなかったような成長を遂げつつある。hyper-ＱＵ

の学校生活意欲総合点（100点満点）も 45点から 58点へ

と大幅に上昇しており、国語の授業がコミュニケーション

能力を高め、考えを発信することへの自信を育む場とな

り、生徒の成長につながる要因の一つとなり得るというこ

とが、生徒Ｃの変容から示唆されたと考える。本アクショ

ン・リサーチでは、このような形で、それぞれの生徒がど

のような変容を遂げたかについてもアセスメントのデー

タを基に調べながら探究を行った。 

ウ ゴール達成の検証 

 三つの Phaseを回す中で、それぞれの Phase におけるゴ

ールを設けながら、対話を通して考えを深めるような授業

の展開を行ってきた。「国語の学習に関するアンケート」

の回答結果の推移（図 12）を見ると、質問 10「クラスメ

イトと対話する活動を通じて、自分の考えを深めることが

できている。」質問 14「楽しく前向きな気持ちで国語の授

業に参加できている。」質問 18「授業を通して国語の力が

付いてきていると感じる。」に対し肯定的に回答した生徒

の数は Phase１から Phase３に進むに従って次第に増して

いった。これらの質問に対する回答の変化を分析するため

に分散分析を行ったところ、いずれの質問においても平均

値の向上は有意であった。質問 18 についての多重比較に

よると、Phase２前後（２～３回目）の間には有意な変化は

見られなかったが、Phase１前後（１～２回目）、また Phase

３前後（３～４回目）に有意な向上が見られた。このこと

から、Phase を追うごとに生徒たちの国語の力が付いた実

感が、おおむね段階的に深まっていったと言える。 

また、生徒Ａや生徒Ｃなど、授業や学校生活に向かう姿勢が目に見えて変化した生徒たちの姿

からも、対話によって考えを深めることを中心とした授業が主体的な学習参加を促し、国語の力

が付いた実感を深めることにつながることが見て取れた。したがって、「対話を通して考えを深め

ることに重点を置くことで、生徒たちが楽しく取り組み、力が付いた実感を深められる授業」を

一定実現できたと言え、ＡＲのゴールである「生徒がコミュニケーション能力、思考力を高めら

れる授業、力が付いた実感がもて、自信につながる授業を展開できる指導者」に一歩近付けたと

考える。 

(3) 学校全体での協働的な取組    

図 12 アンケート回答結果の推移（Ｎ＝19） 

 

質問 18 

 

質問 10 

質問 14 
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夏季休業中に校内研修会を実施し、国語科での Phase１の取組の報告を全教員に対し行った。そ

れを受け、プロジェクトチームの他のメンバーも、それぞれＡＲゴール設定シートを用いて自ら

の思いや願いを整理し、ＡＲのゴー

ルを設定した（表 10）。共通のテー

マとして「きらめきとハードル」を

掲げ、授業や学級経営の計画を練

り、２学期よりそれぞれの取組を開

始した。メンバーは、互いの授業を

参観し合ったり、大学教授や指導主

事からの助言の内容や授業での生

徒たちの様子などについて情報交換を行ったりしながら、各自の

ＡＲを進めていった。全教員に対しては、10 月、12 月に校内研

修会を実施し、メンバーから取組を報告し、協議を行うなどした。

コロナ禍での校内研修会の実施については、県域で導入している

Google Workspace for Educationのビデオ会議システムで早稲

田大学と大宇陀高校をつなぐことで、遠隔地にいる講師からも丁

寧な指導助言を受けることができた（図 13）。 

12月の校内研修会後に、ＡＲの手法を用いた指導力向上のための取組が有効であったかを調べ

るために、全教員に対しアンケート（資料５を参照）を実施した。ＡＲが有効である（ない）と考

える理由を問う質問項目については選択式とし、選択肢は藤田（2014）のＡＲに関する研究を参

考にした。藤田は、「ＡＲの特徴」として、①「教師が担当する教室内外の問題点の理解や実践の

改善を目的とする」点（教師自身の課題意識からのスタート）、②「問題解決の過程が重視され」、

「手順を柔軟に変更しながら一連のプロセスが循環的に行われていく」点（柔軟性）、③「内省を

行うことにより、教師がこれまで暗黙の理解の下に行ってきたことに焦点を当てて再度見直すこ

とができ」る点（内省）を挙げている。これらに今回の研究のねらいである「協働性」を加えた四

点を、有効であると考える理由の選択肢とした。また、藤田は、「ＡＲが受けてきた批判」を、①

「時間の確保（の難しさ）」②「実践についての問題が実践者自身にあるということを認識する苦

しさ」、③「求められる専門性」、④「研究としての信頼性」と集約している。これら四点を有効で

ないと考える理由の選択肢とした。アンケートの結果、有効性について、全ての教員が肯定的な

回答をした。有効であると考える理由については、52.4％が特徴③「内省」、14.3％が特徴①「教

師自身の課題意識からのスタート」、9.5％が特徴②「柔軟性」、23.8％が「同僚との情報交換の機

会の増加」を選んだ。有効性について否定的な回答をした教員はいなかったため、有効でないと

図 14 ＡＲについての教員アンケートの結果（Ｎ＝21） 

表 10 プロジェクトチームメンバーによるＡＲの取組 

図 13 校内研修会の様子 

A教諭 学級経営 生徒がコミュニケーション能力を高められるHRの展開

B教諭 現代社会
生徒が楽しみながら、かつ主体性（自立した社会人になるため

に必要な力）を育むことができる。

C教諭
総合的な

探究の時間

ファシリテーターの立ち位置から生徒の主体的・対話的な探究

を支援する。

D教諭 数学Ⅱ 情報活用能力と思考力を高めることができる授業

E教諭

コミュニ

ケーション

英語Ⅰ

分かる授業を展開し、生徒のコミュニケーション力を高める。

メンバー ゴールフィールド
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考える理由については回答を得ていない。「今後、自己研鑽や教育実践の改善の手法として、他

の先生にＡＲを伝えたいと思われますか。」という質問には、95.2％が肯定的に回答した（図 14）。 

アンケートに回答した教員のうち、ＡＲに実際に取り組んだプロジェクトチームのメンバー

は、ＡＲの有効性、「ＡＲを他の先生に伝えたいか」について、全員が「そう思う」と答えた。

ＡＲに取り組んだ成果として、「自分自身の課題が明らかになった。」「学習の苦手な生徒に対し

ても、楽しいと感じる授業展開の工夫を考えることができた。」「授業改善の具体的な方策が明

らかになり、次への取組に役立った。」「客観的なデータを用いて自分の授業を振り返ることが

できるようになった。」などの記述が見られ、メンバーそれぞれが自己を深く省察し、授業改善

のためのアセスメントの手法を身に付けながらＡＲの取組を進めていったことが分かった。一

方、課題として「自分の教科等の知識がまだ浅いこと」「対話的な学びの難しさ」等を挙げてお

り、ＡＲを通じてそれぞれの新たな課題が見えてきたことがうかがえた。自由記述欄には、「授

業展開や授業計画を見直すきっかけになった。これからもＡＲを継続していきたい。」「今後も

Phase４、５と続けていきたい。」という記述が見られ、ＡＲが、指導力向上のための「終わりの

ないプロセス（井上、2020）」となっていく様子が示された。 

また、メンバーが取組を通じてＡＲの有効性を実感し、プロジェクトチーム外の教員に対し

ＡＲのスキルを伝えたことで、メンバー以外にも独自にＡＲに取り組んだ教員が校内に３名い

たことも分かった。ＡＲで用いた手法がプロジェクトチーム外にも伝播したことは、自由記述

欄の「授業中のビデオ撮影は良い手法だと感じました。（中略）自分の姿も撮影し、座学・実習

時の発問・説明の仕方や表情等をチェックする機会を作り、授業改善に繋げたいと思います。」

という記述からも読み取れた。また、「他の先生方と今まで以上に生徒についての情報交換や、

教科指導についての話をする機会が増えたので良い取組になりました。」「大宇陀高校の目指す

教育目標を再認識し、共通理解することにも役立ったと思う。」との記述からは、ＡＲによって

教員間での情報交換が促され、共通理解をより深めることにつながったことがうかがえた。 

 

５ 研究のまとめ 

ＡＲの手法を用いた国語科での実践研究において、対話を通じて考えを深めることを中心とし

た授業を展開することで、生徒たちの主体的な学習参加が促され、国語の力が付いた実感が深ま

ることが明らかになった。特に、授業改善において、教師が感覚的に振り返るのみでなく、客観

的なデータを用いることで、授業のねらいが実現されたか、手立てが適切であったかをより的確

に分析することができ、授業改善の精度がより高まっていくことが分かった。したがって、教師

の指導力向上のためには、教師自身が適切なアセスメントを基に自らの実践を振り返り、授業改

善のための不断の取組を積み重ねていくことが肝要であると考える。 

さらに、ＡＲという本来は個人的なものである取組が、同僚と情報共有しながら進めていくこ

とで協働的な授業改善の取組へと高まっていったことは、大きな成果であったと言える。これら

のことから、ＡＲが、教師個人の実践の改善を推進し、教師同士の同僚性を高め、協働的な授業

改善の取組に有効であることが示されたと考える。 

生徒たちを「地域に貢献できる自律・自立した社会人」として送り出すために、授業改善は終

わりのない営みであると言える。生徒一人一人がより主体的に課題に取り組み、思いや考えを豊

かに表現する力を付ける授業を展開するため、引き続きＡＲの手法を用い、更なる指導力向上に

取り組んでいきたい。 
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【資料１】裏 



国語の学習に関するアンケート 

 

1 年（     ）組（     ）番  名前（                            ） 

 

 

国語の授業や国語の学習について質問します。あてはまるものに○を付けてください。 

  あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
あ
て
は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら
な
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１ 国語の授業では、クラスメイトと対話する機会がよくある。 ４ ３ ２ １ 

２ 国語の授業で、クラスメイトと対話することは楽しい。 ４ ３ ２ １ 

３ 国語の授業では、自分の考えや思いを文章で書く機会がよくある。 ４ ３ ２ １ 

４ 国語の授業で、自分の考えや思いを文章で書くことは楽しい。 ４ ３ ２ １ 

５ 国語の授業では、クラスメイトの書いた文章を読む機会がよくある。 ４ ３ ２ １ 

６ 国語の授業で、クラスメイトの書いた文章を読むことは楽しい。 ４ ３ ２ １ 

７ クラスメイトの前で自分の考えや意見を話すことは得意だ。 ４ ３ ２ １ 

８ クラスメイトと話し合うとき、相手の話や意見を最後まで聞くことができる。 ４ ３ ２ １ 

９ クラスメイトと対話することで、考える力が身につくと思う。 ４ ３ ２ １ 

１０ クラスメイトと対話する活動を通じて、自分の考えを深めることができている。 ４ ３ ２ １ 

１１ 国語の授業では、自分で考える機会がよくある。 ４ ３ ２ １ 

１２ 国語の授業で、自分で考えることは楽しい。 ４ ３ ２ １ 

１３ 国語の勉強は好きだ。 ４ ３ ２ １ 

１４ 楽しく前向きな気持ちで国語の授業に参加できている。 ４ ３ ２ １ 

１５ 国語の勉強は大切だ。 ４ ３ ２ １ 

１６ 国語の授業で勉強したことは将来役に立つと思う。 ４ ３ ２ １ 

１７ 国語の授業の内容はよく分かる。 ４ ３ ２ １ 

１８ 授業を通して国語の力がついてきていると感じる。 ４ ３ ２ １ 

 

 

 

【資料２】表 



１９．国語の授業で勉強したことは、どんな場面で役立つと思いますか。自由に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

２０.国語の授業に対して、思っていることを自由に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１.国語の授業に関して、希望することがあれば自由に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

☆質問は以上です。皆さんの回答は、より分かりやすい国語総合の授業を作っていくために活用させてもらいます。 

【資料２】裏 



 

【資料３】 



 

【資料４】 



 

【資料５】 
 

対話的で探究的な学びの構築事業                    奈良県立大宇陀高等学校 

アクション・リサーチの手法を用いた授業改善の取組に関するアンケート                    

お名前（           ） 
１．今回、アクション・リサーチに実際に取り組まれましたか。 

 

   はい ・ いいえ 

２．アクション・リサーチに取り組まれて、（取り組まれた先生方

の報告をお聞きになって）、アクション・リサーチについての興

味・関心はどのくらい高まりましたか。 

 

３．校内で授業改善を進めていく上で、アクション・リサーチは

有効な手段の一つだと思いますか。 

 

 

３で④③を選ばれた方そのようにお考えになる理由として最も近いものを一つお選び下さい。 

  ア．自分自身の課題意識からスタートできるから。 

  イ．手順を柔軟に変更しながら進められるから。 

  ウ．自分の実践を改めて見直す機会になるから。 

  エ．同僚と授業改善について話したり情報共有したりする機会が増えるから。 

  オ．その他（下の記述欄にご記入下さい。） 

 

 

 

３で②①を選ばれた方そのようにお考えになる理由として最も近いものを一つお選び下さい。 

  ア．多忙で、時間的な余裕がないから。 

  イ．実践がうまく進まないかもしれないことに不安があるから。 

  ウ．調査や計画の検討など専門性が高く、難しそうだと感じるから。 

  エ．他に授業改善の有効な方法があるから。 

  オ．その他（下の記述欄にご記入下さい。） 

 

 

 

４．今後、自己研鑽や教育実践の改善の手法として、他の先生に

アクション・リサーチを伝えたいと思われますか。 

 

 

５．今年度の取組に対し、ご意見やご感想をご自由にお書き下さい。 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。ご回答の結果は、研究の総括にあたり活用させていただきます。 
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