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令和３年９月２９日（水）４校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第１学年 A組 美術室 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（キーワードからの協調型課題解決学習） 

 

授業者  教諭  木寺 菜穂子 

                    

１ 題材名  

鑑 賞 「 ミステリーアートツアー ～私は誰でしょう～ 」 

 

２ 本時の概要 

           ・キーワードについて調べ、意見交換をして、当てはまる作家を推理する。 

           ・推理で明らかになった作家について調べ、 

作家の生い立ちや背景も踏まえつつ、作品を鑑賞する。 

 

３ 教科・領域のねらい 

           ・興味を持って作家について調べ、作品を鑑賞することで、見方感じ方を深める。 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定    ３つのキーワードが当てはまる私は誰でしょう。 

 

 

  個別学習 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

 

５ 評価について 

           ・キーワードについてよく調べられているか、話し合った内容をもとに作品の鑑賞を行 

い、見方感じ方を深められているかを評価する。 

           ・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して粘り強く取り組むことができ

ていたかを評価する。 

割り当てられたキーワードについて、タブレットで調べる。 

それぞれ別のキーワードを調べた３人で集まり、意見交換を行う。 

３つのキーワードに当てはまる作家を特定し、調べた内容と共に発表

をする。 

作家についての解説、作品の紹介を行い、鑑賞する。 



令和３年９月２９日（水）４校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第１学年 B組 体育館 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（思考可視化・共有ツールによる課題解決活動） 

 

授業者  主幹教諭  松井 由貴子 

                    

１ 題材名  

球 技  バスケットボール 

 

２ 本時の概要 

           ・自己のシュート・ドリブル・パス（基本的技能）の技能習得度合いに気づく 

           ・「自分の考え、作戦」を OneNote の課題に書きこみ、クラス全員の考えを確認して､

さらに自己の技能向上のヒントを探る。 

 

３ 教科・領域のねらい 

           ・それぞれの技能の特徴をとらえ、自己の動きを想像し、行動する。 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定     「作戦」にどうやって得点に結びつけるか考えてみよう。 

 

 

  個別学習      

 

 

  グループ学習   

 

 

まとめ          

 

 

５ 評価について 

           ・シュート、ﾄﾞﾘﾌﾞﾙ、パスをどのような状況で使ったらよいか、自分なりの「作戦」を想

像することができていたかを評価する。 

           ・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して粘り強く取り組むことができ

ていたかを評価する。 

「どうすると得点できるか」について 

作戦版を見ながら考え、OneNoteの課題に書きこむ 

チームメイトとお互いの作戦を確認して、話し合い、検討し 

実際にやって試行錯誤してみる。 

自分の作戦やチームの作戦をやってみて、感想・感覚をとら

えて、次の作戦を考える。 



令和３年９月２９日（水）４校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第 1学年 C組  

第１多目的室（4階） 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（知識構成型ジグソー法による課題解決学習） 

授業者  教諭  蓮見 一義 

                    

１ 題材名  

     ヨーロッパの農業の特色 

２ 本時の概要 

           ・自分で調べたテーマをまとめグループで発表しグループ内でまとめる。 

           ・他のテーマを調べたグループの人と混合のグループを作り、そのグループ内で 

最初のグループでまとめたことを発表する。 

        ・本時のテーマについてグループごとにまとめる。 

３ 教科・領域のねらい 

           ・自ら調べ発表し、他のテーマを調べた人と協力して本時のテーマの特色を 

            理解する。 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定    ヨーロッパの農業を気候と関連付けて理解しよう。 

 

 

  個別学習 

 

 

  グループ学習 

 

 

 

 

まとめ 

            

 

５ 評価について 

           ・課題に対して主体的に取り組んでいたかを評価する。。 

           ・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して粘り強く取り組むことができ

ていたかを評価する。 

①アルプス山脈以北の農業  

②アルプス山脈以南の農業  

③ヨーロッパの気候の特色 の３つのグループに分かれ各自調べ学習。 

☆エキスパート活動 

①②③のグループ内で各自発表グループ内でまとまる 

★ジグソー活動 

A・B・Cのグループに再編(各グループに①②③の人が必ず入る 

再編グループ内で①②③でまとめたものを発表し、グループごとに 

ヨーロッパの農業の特色をまとめる。 

 クラス全体で A・B・Cの代表者がまとめたことを発表する 

 ＊時間があれば教員が「これはなぜ？」を問いかける 



令和３年９月２９日（水） ４校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

２学年Ａ組  教  室 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（プレゼンテーションによる思考の共有） 

 

授業者 教諭 聖 成  彩 香 

 

１題材名 

「静電気と電流」電気の世界 (新しい科学Ⅱ・東京書籍) 

 

２本時の概要 

・前時に行った実験より、引き合ったりはなれ合ったりすることから電気には＋とーの 2種類が 

あることを導き出す。 

・物質どうしの摩擦により、－の電気が移動することで帯電が起きることを説明する。 

 

３教科・領域のねらい 

・静電気の性質を捉える。 

 

４学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

課題設定   「物質どうしがこすれ合うとき、物質の間では何が起きているのだろう」 

 

 

個別学習 

 

 

グループ学習 

 

 

 

まとめ   本時の学習活動を振り返る     

 

 

５評価について 

・電気の移動について考え、自分の意見を表現できていたかを評価する。 

・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して粘り強く取り組むことができていたか

を評価する 

前時の実験と本時の考えを比較し、PowerPoint に自分の考えた

モデルを表現する 

電気の移動について、自分の考えを説明する。 

班員同士でプレゼンをすることで、多様な意見を聞き、自分の考

えたモデルと比較をする。 



令和３年９月２９日（水） 

渋谷区立原宿外苑中学校 

4校時 第２学年 B組 教室 

5校時 第２学年 C組 教室 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（グループによる課題解決学習） 

 

授業者  社会科 非常勤講師  半井 匠 

                    

１ 題材名  

開国と不平等条約 

 

２ 本時の概要 

           ・幕府はどのように開国し、欧米とどのような関係を結んだのか考える。 

           ・アメリカが開国を要求した理由を考える。 

 

３ 教科・領域のねらい 

           ・ペリー来航から日米修好通商条約締結に至る過程を調べ、条約の内容を理解する。 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定    江戸幕府はどのように開国したのか考えよう。 

 

 

  個別学習 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

 

５ 評価について 

           ・地図を活用しながら考えをまとめているかを評価する。 

           ・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して粘り強く取り組むことができ

ていたかを評価する。 

世界地図を提示し、アメリカが燃料や水などを手に入れる中継地が欲

しかったことを確認する。 

世界地図を参考に「なぜアメリカが開国を要求してきたのか」、少人数

で意見交換し、ノートにまとめる。 

江戸幕府はアメリカの要求に対してどのような対応を取ったのか説明

する。 



令和３年９月２９日（水）４校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第２学年 C組 教室 
 

未来の学びプランニングシート 

                     （思考可視化・共有ツールによる学びの深化） 

 授業者  主任教諭  吉成 暁子 

                    

１ 題材名  

根拠を挙げて意見を述べる（意見文・討論） 

 

２ 本時の概要 

           ・意見文や討論で適説な根拠を挙げて自分の意見述べるためのレッスンを行う。 

           ・立場や根拠を OneNoteで共有し、根拠の適切さについて考えさせる。 

 

３ 教科・領域のねらい 

           ・示された課題について、根拠を挙げて自分の意見を持つ。 

           ・自分の意見を効果的に伝えるために適切な根拠を選ぶ力をつける。 

 

４ 学習活動の流れ 

 

  課題設定    示された課題について自分の立場（意見）を決め、根拠を考える。 

 

 

  個別学習 

 

 

 

  グループ学習 

 

 

 

 

５ 評価について 

           ・示された課題ついて、立場を決め根拠を挙げることができたかを評価する。 

           ・適切な根拠について考えを深めることが出来たかを評価する。 

           ・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して粘り強く取り組むことができ

ていたかを評価する。 

OneNote を活用して自分の立場と根拠についてまとめる。 

班員の書き込みを見て、適切な根拠について議論する。 

他の課題についても立場と根拠を述べる練習をする。 



令和３年９月２９日（水）４校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第３学年Ａ組 音楽室 
 

「未来の学び」プランニングシート 

                          （タブレットＰＣを活用した創作活動） 

授業者  教諭  瀬戸口 友麻 

                    

１ 題材名  

「歌詞にのせた旋律創作」 

 

２ 本時の概要 

・長調と短調の音階の仕組みを理解する。 

・長調と短調の雰囲気を感受し、歌詞の内容からイメージにあった音階を選択し、旋律を創作 

する。 

 

３ 教科・領域のねらい 

・歌詞の内容をイメージし、イメージにあった音階（長調・短調）を選択し、旋律創作の工夫に活

かす。 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

  課題設定    歌詞の内容をイメージし、イメージにあった旋律を創ってみよう。 

 

 

  個別学習 

 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

 

５ 評価について 

・音階（長調・短調）の雰囲気の違いを感受し、旋律創作に活かすことができる。 

 ・他者との活動の中で、互いのアイディアを参考にしながら、意欲的に旋律創作に取り組んで

いる。 

・長調・短調の音階の仕組みを理解する。 

・歌詞の内容から連想されるイメージをプリントに記入する。 

・イメージにあった音階を選択し、旋律を創る。 

   （タブレットのバーチャルピアノで創作する） 

・個人で創った旋律を班員に発表する。 

・班員の作品のアイディアを参考にし、班ごとに旋律を創作する。 

班の代表者がピアノを弾き、創作した旋律を発表する。 



令和３年９月２９日（水）４校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第３学年 B・C組 

「未来の学び」プランニングシート 

（テーマを設定した英語による言語活動） 

 

授業者  ３階 視聴覚室 主任教諭  向田 武志 

３年 C組教室 主任教諭  松木 大典 

３年 B組教室 主任教諭  板橋 貴子 

 

                    

１ 題材名  

NEW HORIZON English Course 3  Unit 4 Scene 2 

 

２ 本時の概要 

           ・帯活動   ・前時の復習 

・言語活動（小グループ活動で英語を使い偉人について話し合う。） 

 

３ 教科・領域のねらい 

           ・４人の偉人について英語で話し合うことができる｡ 

           ・動詞＋（人）＋whatなどで始まる節についての理解と習得 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定    小グループ（４人１組）で、｢偉人｣についてクイズを出し合う。 

 

 

  個別学習 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

 

 

５ 評価について 

           ・本時の文法事項を使い、英語で積極的に話をしているか。（観察） 

 

出題する問題ごとに４つのグループに分かれ、その偉人についてのク

イズを英語で出題する練習をする。 

最初の４人グループに戻り、英語でクイズを出し合う。 

本時の文法事項（クイズの出し方）と４人の偉人が何をしたか確認。 



令和３年９月２９日（水）５校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第１学年 A組 技術室 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（タブレットＰＣを活用した作業管理の共有） 

 

授業者  技術科 教諭  堀内 理史 

                    

１ 題材名  

木材加工 

 

２ 本時の概要 

           ・木材に触れ材料の特徴について学ぶ。 

           ・夏休みに設計した作品を作るために、道具の使用方法を学ぶ。 

           ・自分の作業進度を確認する。 

３ 教科・領域のねらい 

           ・道具の正しい使用方法について理解する。 

           ・生活に関する課題を技術の力を利用して解決する。 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定    夏休み前に行った木材加工を振り返り、本日の作業計画を立てる。 

 

 

  個別学習 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

 

５ 評価について 

           ・道具の使い方の基本的な知識を学べているか（ワークシート） 

           ・生徒間で積極的に意見交換を行い、技術の向上に努めているか（ワークシート） 

今回から利用する、タブレットＰＣを活用した振り返りシートを説明

する。 

本日の作業の振り返りをタブレットＰＣを利用して行い、生徒間で道

具の使い方のコツや、使用方法を伝え合う。 

教員が出た反省を集約し生徒に説明を行う。 



令和３年９月２９日（水）5校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第 1学年 B組 教室 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（主体性を引き出す探究的な課題解決活動） 

 

授業者  主幹教諭  藏重  薫 

                    

１ 題材名  

古典「蓬莱の玉の枝」 

２ 本時の概要 

           ・冒頭の部分の音読を繰り返し行うことによって、古典の世界に親しむ。 

           ・「植物」「数字」「火山」「ダジャレ」の 4観点から一つを選び、タブレットで調べ、この

作品や語り継いできた人々の思いや現代の自分たちとのつながりに気づく。 

３ 教科・領域のねらい 

           ・音読を通して文語の決まりを知り、古典の世界に親しむ。 

・描かれている古典の世界を想像する。 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

課題設定    冒頭の部分を繰り返し音読しよう。 

    

個別学習   

      

 課題設定     4つの観点について知り、そのうちの一つを選んで、調べよう。 

 

  個別学習 

 

まとめ        次時に向けての課題設定 

 

次時 

  グループ学習 

 

５ 評価について 

           ・音読に必要な文語の決まり、古文特有のリズムについて理解し、その世界に親しんで            

いたかを評価する。 

           ・進んで古文を読み、学習課題に沿って、古典の世界や私たちとのつながりを理解し

ようとしているかを評価する。 

 

「植物」「数字」「火山」「ダジャレ」の 4 観点から１つを選び、タブレットＰＣ

を使って調べプリントにまとめる。 

選んだ観点ごとにグループで調べた結果を話し合う。 

代表が発表して、情報や考えを皆で共有する。 

場合によって「デジタル教科書」を活用して読みを確認したり、暗唱に挑戦し

たりする。 



令和３年９月２９日（水）５校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第１学年 C組 教室 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（グループによる課題解決学習） 

 

         授業者 家庭科 非常勤講師 山神 かゆり                    

１ 題材名  

加工食品について知ろう。 

 

２ 本時の概要 

・自分の食生活をふりかえり、どれくらい加工食品を利用しているかを考える。 

・加工食品の特徴を理解する。 

・加工食品の種類や食品例を知る。 

・加工食品の表示を調べる。（名称・生産地・原材料・価格・内容量・注意書き・栄養 

成分表示・アレルギー） 

３ 教科・領域のねらい 

            ・加工食品の特徴を知ることができる。 

・目的に応じた選択ができるようになる。 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

  課題設定    自分の食生活をふりかえり、どのくらいの加工食品を利用しているかを考える。 

 

 

  個別学習 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

５ 評価について 

・加工食品の特徴が理解できたか。また、食品の選び方について表示を見て選択でき

るか評価する。 

           ・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して粘り強く取り組むことができ

ていたかを評価する。 

ワークシートに、よく好んで食べている加工食品をあげる。 

（タブレットでいろいろな加工食品を調べる） 

グループごとに、加工食品の種類ごとに食品を調べる。調べた食品をグループで

共有する。この中で最も調べたい食品を１つあげ。それぞれが商品の表示やパッ

ケージを調べる。加工食品では、何を重要視して選んだ方がよいかを話し合う。 

加工食品を選ぶ時に、重要視するものは何か代表者が発表する。 



令和３年９月２９日（水）５校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第２学年 A組 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（思考可視化・共有ツールを活用した英語による創作活動） 

 

授業者  ２年 A組教室 主任教諭  板橋 貴子 

 ３階 視聴覚室 主任教諭  森   静香 

                    

１ 題材名 

「理想の学校」 
 

２ 本時の概要 

           ・  NEW Horizon English Course２の文法事項の意味や使う場面を確認する。 

・ 考えてきたルールを１人 1つグループ内で発表・共有し、まとめる。 

・ クラスメートの考える「理想の学校」を見て、想像力・創造力をふくらませる。 
 

３ 教科・領域のねらい 

           ・文法事項 have toの特徴をとらえ、各班で考えた理想の学校を相互評価する。 
 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定    「理想の学校」を創ろう。 

 

 

  個別学習 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

 

５ 評価について 

           ・文法事項 have toを用いて、自分なりの「理想の学校」を想像することができていた

かを評価する。 

           ・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して粘り強く取り組むことができ

ていたかを評価する。 

OneNoteに自分の考えた「理想の学校のルール」を英語で書き込む。 

（教科書、タブレットＰＣ、ユメタン、辞書等を活用） 

個々の「理想の学校のルール」を見て、さらに班ごとに話し合い「理想の

学校」を創り上げる。 

各班の「理想の学校」を発表・確認し、各自の感想を記入する。 



令和３年９月２９日（水）５校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第２学年Ｂ組 校庭 

（雨天時：体育館１階） 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（タブレットＰＣのカメラ機能を使った動作解析） 

 

授業者  主任教諭  阿部  祐太 

                    

１ 題材名  

ベースボール型：「ソフトボール」 

 

２ 本時の概要 

           ・基本的なバット操作を理解し、技能として身に付ける。 

 

３ 教科・領域のねらい 

           ・攻撃を重視し、易しい投球を打ち返したり、定位置で守ったりする攻防を展開できる 

            ようにする。 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定    「基本的なバット操作」と「ボール操作や用具の操作」を理解して、技術として身 

               に付ける。 

  

  個別学習 

 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

５ 評価について 

           ・「基本的なバット操作」において自身の操作と理想の操作のギャップを理解して改善 

            しようとしていたかを評価する。 

           ・他者とのコミュニケーションを円滑にとり、課題に対して的確な助言をできていたか   

            評価する。 

 自分の「バット操作」を撮影する。 

（タブレットＰＣのカメラ機能） 

班員の「バット操作」を見て、アドバイス、助言を話し合う。その

後、再度「バット操作」を撮影して、改善できているか確認する。 

繰り返し行い、理想の操作に近づける。 

レポート用紙に本時の助言された内容と感想を記入。クラウド上で提

出する。 



   令和３年９月２９日（水）５校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第３学年 A組 第一理科室 
 

「未来の学び」プランニングシート 

                        （タブレットＰＣを活用した課題解決学習） 

授業者  主幹教諭  中 川  洋 

                    

１ 題材名  

身の回りで使われる合力と分力 

 

２ 本時の概要 

           ・合力や分力について確認する。 

           ・身の回りで使われている合力や分力をインターネットで調べ、それを班やクラスで 

            共有する。 

 

３ 教科・領域のねらい 

           ・力の合成や分解はやもするとやり方や、トラス構造の説明だけで終わってしまうことも 

ある。そこで、他にも身近に使われていることを知り、興味関心を持たせる。 

 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 

 

  課題設定    身の回りで合力や分力はどのような場面で使われているだろうか。 

 

 

  個別学習 

 

 

  グループ学習 

 

 

まとめ 

 

 

５ 評価について 

           ・合力や分力を物理現象として捉えるのではなく、実際に身の回りでどのような場面 

で使われているかを知り、興味や関心が持てたかを評価する。 

           ・他者とのコミュニケーションを通して、課題に対して取り組むことができていたかを評

価する。 

インターネットを用いて調べ学習を行う。 

各自で調べた内容を共有し話し合う。 

共有した内容は教師に提出（「先生に渡す」を使う）。 

クラスのまとめを行い、必要なところは教師から補足説明する。 



令和３年９月２９日（水）５校時 

渋谷区立原宿外苑中学校 

第３学年 B・C組 
 

「未来の学び」プランニングシート 

（グループ活動による問題解決学習） 

 

授業者   １階 多目的室 主任教諭  佐々 祐子 

３年Ｂ組教室 主任教諭  小林 陽介 

３年Ｃ組教室 主任教諭  佐藤 和美 

                    

１ 単元名   第４章 関数 𝑦 = 𝑎𝑥2  
 

２ 本時の概要 

          具体的な事象において，関数 𝑦 = 𝑎𝑥2の変化の割合の意味を考え，説明しようとする

ことができる 
 

３ 教科のねらい 

           身の回りの問題を，関数の考えを利用して解決しよう 
 

４ 学習活動の流れ（吹き出しは想定される活動やＩＣＴ活用場面等） 
 

  課題設定    地面に落下するときの瞬間の速さを求めよう 

 

 

  個別学習 

 

 

 

  グループ学習１ 
 

 

 

グループ学習Ⅱ 

 

 

全体共有   問題解決方法ついて，複数の３人グループで相互に発表して理解を深める。 

 

５ 評価について 

           ・（A）～（C）で理解を深め，その内容をグループに戻って，説明しようとしている 

 

３人グループに分かれて，（A）～（C）の担当を決めて，問題解決の

ためのそれぞれの資料を読み込み理論的に説明できるようにする 

 （A）秒速から時速への変換 

 （B）変化の割合の求め方 

 （C）文字式の除法，因数分解 

 

（A），（B），（C）のグループごとに集まって，理解を深める 

３人のグループに戻り，それぞれの担当で理解を深めた内容を報告し

て，問題解決をしていく 


