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小学校・中学校学習指導要領（平成29年３月告示）では， 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推

進が示された。しかし，その内容が現場に十分に理解されていないのではないかという問題意識の下，その柱のひとつであ

る子どもたちに必要な資質能力を育成するために，どのような「主体的・対話的で深い学び」が必要かについて県内小中学

校の教員を対象に意識実態調査を行い，その理解の状況及び課題を考察した。 

その結果，「主体的・対話的で深い学び」についての現場教員の理解が十分ではなく，その要因は，多くの教員が「主体

的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の三つの学びが区別され，一つの学びの中で他の学びが並び立たないものである

という認識をもっているためであることが明らかになった。それを克服するには，三つの学びは，異なる側面から捉えた固有

の視点であり，学びが重なる場合があることを理解する必要があるとの結論に至った。 

 

 

はじめに 

 

今回の小学校・中学校学習指導要領（平成 29 年３月告示）（以下，「学習指導要領」と記す）では，その

骨格として，「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し，「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どの

ように学ぶか」などの枠組みを明確にし，改善を図ることが示されている。 

 この改訂された学習指導要領では，従来よりも内容について格段の質的向上が図られ，そのために解

説書等も充実したものになっている。ただ，それ故に重要な用語については，専門性が高く難解な印象

を与えるものも少なくない。さらに，現場では，働き方改革が進められており，学習指導要領の趣旨理解 
―――――――― 
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のための研修等の時間の確保も難しい状況にある。このような状況下で、現場の教員に今回の学習指導

要領の内容を十分に理解させるためには多くの課題があると言わざるを得ない。 
本研究では，この学習指導要領の主要なテーマである子どもたちに必要な資質能力を育成するため

にどのような「主体的・対話的で深い学び」が必要かについて取り上げ，研究主題を設定した。具体的に

は，県内小中学校の教員を対象に，「主体的・対話的で深い学び」のとらえ方についての意識実態調査

に基づいて，その理解状況及び課題について考察し，今後の課題を見出したい。 

 

 

学習指導要領の方向性 

 

図 1 学習指導要領改訂の方向性 
     出典：「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ－」 
        文部科学省生涯学習政策局情報教育科情報教育振興室長 安彦 広斉  より 

 

図 1は，文部科学省が示した今回の学習指導要領改訂の方向性を示した図である。これからの教育課

程の理念として，よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会とが共有し，それ

ぞれの学校において，必要な教育内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付けられるように

するのかを明確にしながら，社会との連携・協働によりその実現を図っていくこととして，「開かれた教育課

程」の実現が掲げられている。この「社会に開かれた教育課程」を核に「何ができるようになるか」「何を学

ぶか」「どのように学ぶか」などの枠組みを明確にして，教育内容の改善を図ることや「カリキュラム・マネ

ジメント」を推進することなどが示されている。 

 具体的な改訂の方向性として，「何ができるようになるか」については，育成を目指す資質・能力を「知

識・技能」，「思考力・判断力・表現力等」，「学びに向かう力・人間性等」）」の三つの柱に整理し，明確にし
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た。学校教育法に示された「確かな学力」の定義と整合性がとれるようになった。 

 「何を学ぶか」については，小学校の中学年で外国語活動，高学年で外国語が導入されるなど，新しい 

時代に必要となる資質･能力を踏まえた教科･科目等の新設や目標･内容の見直しが図られた。 

「どのように学ぶか」については，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進するこ

となどが示された。 

 さらに，教育活動の質の向上を図る取組として「教科横断的な視点による教育内容の編成」「ＰＤＣＡサ

イクルによる評価」「人的・物的体制の確保」の三つの側面を重視した「カリキュラム・マネジメント」を推進

することも新たに示された。  

 
 

 「主体的・対話的で深い学び」の教育的意味 

 

図２ 主体的・対話的で深い学びの実現 
「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ－」 
文部科学省生涯学習政策局情報教育科情報教育振興室長 安彦 広斉 より  

    

１ 「主体的・対話的で深い学び」とは 

図２は，「主体的・対話的で深い学び」について説明している文科省の資料である。「主体的・対話的で

深い学び」は学習指導要領改訂の方向性を示す三つの柱の一つである「どのように学ぶか」にあたるもの

であり，学びの質の向上に向けた改善の取組である。子供たちは，主体的に，対話的に，深く学んでいく

ことによって，学習内容を人生や社会の在り方と結びつけて深く理解し，未来を切り拓ひらくために必要

な資質・能力を身に付けたり，生涯にわたって能動的に学び続けたりすることができる。こうした学びの質

に着目して，授業改善の取組を活性化しようというのが，今回の改訂が目指すところであり，その役割を担

っているのが「主体的・対話的で深い学び」である。 
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２ 「主体的・対話的で深い学び」の三つの視点  

  「主体的・対話的で深い学び」の実現とは，特定の指導方法のことを指すのではなく。教員が教えるこ

とにしっかりと関わり，子供たちに求められる資質・能力を育むために必要な学びの在り方を絶え間なく考

え，授業の工夫・改善を重ねていくこととされ，改善の三つの視点が示されている。図２はその内容を示

すもので，学習指導要領の内容を伝える資料として研修会等でよく活用されている。中央教育審会答申

（H28.12.2１ 以下「中教審答申」という）では次のように示されている。 

  ① 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持っ

て粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できて

いるか。 

 

  ② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ

、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 

 

  ③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ

ながら、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

を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実

現できているか。                              P.49-50      ※下線は筆者 

  授業改善の三つの視点は，学習に取り組む子供の姿で示されていることから，現場の教員は，この姿

をそれぞれの学びの定義として捉え，学習の中でこれらの姿が表出されているかどうかで「主体的な学

び」「対話的な学び」「深い学び」が実現しているかを判断している。 

 

３  「主体的・対話的で深い学び」の留意点  

「主体的・対話的で深い学び」を推進する上で求められている留意点としては次の３点がある。 

 

・「主体的・対話的で深い学び」の学習活動は，今までの授業時間とは別に新たに時間を確保しなければ

できないものではなく，現在，既に行われているこれらの活動を「主体的・対話的で深い学び」の視点

で改善し，単元や題材のまとまりの中で指導内容を関連付けつつ，質を高めていく工夫が求められて

いる。  

 

・「主体的・対話的で深い学び」は，１単位時間の授業の中で全てが実現されるものではなく，単元や題材

のまとまりの中で実現されていくことが求められる。  

 

・「深い学び」の鍵となるのが，各教科等の特質に応じた「見方・考え方」である。「見方・考え方」は，新し

い知識・技能を既に持っている知識・技能と結びつけながら深く理解し，社会の中で生きて働くものとし

て習得したり、思考力・判断力・表現力を豊かなものとしたり，社会や世界にどのように関わるかの視座

を形成したりするために重要なものである。「見方・考え方」を軸としながら、幅広い授業改善の工夫が

展開されていくことが求められる。  
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教員への意識実態調査の分析 

  

１ 設問とそのねらい  

図２で示されている「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の改善の視点等について下記の設問よ

る意識実態調査を県内の小・中学校の教員を対象に実施した。 

資料１ 「主体的・対話的で深い学び」に関する意識実態踏査の内容                    

 設問２のねらいは，「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の改善の視点を児童生徒の学ぶ姿に置き

換えて，三つの改善の視点を理解しているかを把握すること，設問３は，「主体的学び」「対話的学び」「深

い学び」についての理解の程度（意識）を把握すること，設問４は，理解が難しい理由を把握することを意

図したものである。 

県内公立小中学校 12 校（内訳：小学校６校，中学校６校），238 人の教員（内訳：小学校 122 人，中学

校 116人）を対象として実施した。                 

  
設問１：略 

 
  設問２：次の児童生徒の学ぶ姿（下記⑴~⑷）は「新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議

会における議論から改訂そして実施へ－：文部科学省」に示されている「主体的・対話的で深い学びの実
現（イメージ）P22」を基に作成したものです。⑴ ~ ⑷の学びの姿は「主体的な学び」
「対話的な学び」「深い学び」のどれに当てはまりますか。当てはまる欄に○ 
を付けてください。                                                        
 
 

 
                               

主体的 
な学び 

対話的 
な学び 

深い 
学び 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
⑴ 
 

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話を手掛
かりに考えることを通じ、自己の考えを広げ深める
学習をしている。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
⑵ 
 

精査した情報を基に自分の考えを形成したり、目的や場面、状
況等に応じて伝え合ったり、考えを伝え合うことを通して集団
としての考えを形成したりしている。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
⑶ 
 

学ぶことに興味や関心を持ち、毎時間、見通しを持っ
て粘り強く取り組むとともに、自らの学習をまとめ
振り返り、次の学習につなげている。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

⑷ 
 

事象の中から自ら問いを見いだし、課題の追究、課
題の解決を行う探究の過程に取り組んでいる。  

 
 

 
 

 
 

      
   設問３：上記２の質問に迷いなく，自信をもって答えられましたか。当てはまる番号を

○ で囲んでください。                                                  
     ⑴      ⑵       ⑶       ⑷      

     
     
  

自信をもって 
答えられた 

どちらかと言えば 
自信をもって答えられた 

どちらかと言いえば自信 
をもって答えられなかった 

自信をもって 
答えられなかった 

      
   設問４：上記３の質問で⑶⑷に○を付けた方に伺います。迷いなく，自信をもって答え

られなかった理由は何ですか。当てはまるものに○を付けてください。（複数
回答可） 

                                      
       （ ）「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の意味がよく分からないから。     
      
       （ ）示されている「児童生徒の学ぶ姿 設問２－⑴⑵⑶⑷」は「主体的な学び」「対話的な  

対話的な学び」が混じっており，明確に分けられないから。（ひとつに絞れない） 
   
      （ ）その他 
 

 

 

児童生徒の姿 
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２ 意識実態調査の結果及び考察について 

⑴ 設問２：「主体的学び」「対話的学び」「深

い学び」について  
 設問２の⑴～⑷の説明文「児童生徒の学ぶ

姿」が 「主体的学び」「対話的学び」「深い学

び」のどれにあたるかを問うものである。児

童生徒の学びの姿は文科省資料の図２に基

づいて作成したものである。 

 
【児童生徒の学ぶ姿：説明文⑴】        

正解は「対話的な学び」である。各学び等の

選択率は「主体的学び」5.5％，「対話的学

び」57.1％，「深い学び」32.8％，「他（複数選択，無

答）」4.6％である。 正答率が60％を下回って

おり，「対話的学び」の理解は高いとは言え

ない。 

 「深い学び」と答えている教員が多い。その

理由は説明文の後半に「…自己の考えを広げ

深める学習をしている。」の記述があり，それ

に着目したためであろうと考える。 

  

【児童生徒の学ぶ姿：説明文⑵】 

 正解は「深い学び」である。各学び等の選択

率は「主体的学び」7.1％，「対話的学び」

56.3％，「深い学び」33.2％，「他（複数選択，無答）」3.4％

である。 正答率が３割であることは，「対話

的学び」の理解が極めて低いと言える。 

 この設問での特色は「対話的学び」と答えて

いる教員が過半数を占めている点である。そ

の理由は説明文の中程に「…目的や場面、状況

等に応じて伝え合ったり、考えを伝え合うこ

とを通して集団としての考えを形成したりし

ている。」の記述があり，そこに着目し「対話

的学び」と判断したものと考える。 

 

【児童生徒の学ぶ姿：説明文⑶】 

正解は「主体的な学び」である。各学び等の選

択率は「主体的学び」83.2％，「対話的学び」

表１  「主体的・対話的で深い学び」に関する  

意識実態調査結果 

  

設問２ 説明文は「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」 

     のどれにあたるか。        

学ぶ姿 学び  選択率  正答 

  
説明文 

 ⑴ 

 

主体的学び   5.5％  

対話的学び  57.1％   ○ 

深い学び  32.8％  

他（複数選択，無答）   4.6％  

 

説明文

 ⑵  

主体的学び   7.1％  

対話的学び  56.3％  

深い学び  33.2％   ○ 

他（複数選択，無答）   3.4％  

説明文 

 ⑶  
 

 

主体的学び  83.2％   ○ 

対話的学び  1.3％  

深い学び  12.2％  

他（複数選択，無答）   3.3％  

説明文 

 ⑷  
 

 

主体的学び  43.7％  

対話的学び   2.1％  

深い学び  50.0％   ○ 

他（複数選択，無答）   4.2％  

 

  設問３ 「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」を迷いな 

     く，自信をもって答えられたか。  

№ 選択肢 選択率 

⑴ 答えられた    ４．６％ 

⑵ どちらかといれば答えられた   ３２．８％ 

⑶ どちらかと言えば答えられなかった   ４５．８％ 

⑷ 答えられなかった   １６．８％ 

 

  設問４ 迷いなく，自信をもって答えられ     

なかった理由：⑶⑷選択者 （複数回答可） 
№ 選択肢 選択率 

⑴ 三つの学びの意味がよく分からない 16.8％ 

⑵ 複数の学びが混じっている（ひとつに絞れない） 51.7％ 

⑶ その他  1.7％ 

      
      ※設問文の詳細は前頁の設問文を参照 

   
調査対象：県内小中学校教員 238人(12校) 

   調査期間：令和２年３月１日 ～ ３月 20日 
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1.3％，「深い学び」12.2％，「他（複数選択，無答）」3.3％である。 正答率が８割を上回っており，理解の状

況は良好であると言える。 

  ⑶説明文：「学ぶことに興味や関心を持ち、毎時間、見通しを持って粘り強く取り組むとともに、自らの学

習をまとめ振り返り、次の学習につなげている。」の中に「主体的学び」と判断できるキーワードがあるため

と考える。 

 

【児童生徒の学ぶ姿：説明文⑷】 

 正解は「深い学び」である。各学び等の選択率は「主体的学び」43.7％，「対話的学び」2.1％，「深い学

び」50.0％，「他（複数選択，無答）」4.2％である。 正答率が５割に留まって，理解は低い状況である。 

  この設問での特色は「主体的学び」と「深い学び」を選ぶ教員の割合が９割以上で，２分されている。説

明文:「事象の中から自ら問いを見いだし、課題の追究、課題の解決を行う探究の過程に取り組んでいる。」

の中に「自ら～」と「探究」という文言があり，二つの学びが混在しているともとれる。判断が分かれたのは

このためであると考える。  

 

⑵ 設問３：「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の理解の程度（意識）について 

「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」を迷いなく，自信をもって答えられたかという設問の結果は，

⑴「答えられた」4.6％，⑵「どちらかといえば答えられた」32.8％，⑶「どちらかといえば答えられなかった」45.8％，⑷「答えられなかった」

16.8％である。 否定的な回答である⑶⑷の割合が６割を上回っており，三つの学びについての理解に

ついての自信のなさがうかがえる。 

 

⑶ 設問４：「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の理解が難しい理由について 

「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の理解が難しい理由について設問の結果は⑴「三つの学び

の意味が分からない」16.8％，⑵「複数の学びが混じっている（ひとつに絞れない）」51.7％，⑶「その他」

1.7％である。 

   理解を難しくしているのは，複数の学びが混じっていることを理由にあげる教員が非常に多い。「主体

的学び」「対話的学び」「深い学び」を説明している文章（図２）を読んでみると，問われている学びの中に

他の学びを連想させるキーワードが混在しているものもあり，そのことが迷いや戸惑いに繋がっていると

考える。 

 

３ 意識実態調査から見える課題等について 

⑴ 見えてきた課題  

  学習指導要領の全面実施に向けて文部科学省，都道府県教育委員会等は 2017 年から，その周知・徹

底に努め，各小中学校においても実施のための準備を進めてきた。小学校では既に令和２年度（2020）

から実施されている。中学校は令和３年度（2021）からの実施の予定となっている。 

 小学校の全面実施の直前である令和２年３月に行った「主体的・対話的で深い学び」に関する意識実態

調査を行い,そこから見えてきたことは，学習指導要領の内容についての十分な理解が図られておらず，

教員が戸惑っているという姿である。 

  「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の定義等に関わる基本的な内容を理解している教員は６割を
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下回っており，憂慮すべき状況である。 

 「主体的・対話的で深い学び」の理解の状況をもって，学習指導要領全体の理解を推し計ることは難し

いが，「主体的・対話的で深い学び」は学習指導要領の大きな柱の一つであり，それは「学びに向かう力・

人間性」「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」の三つの資質・能力の育成に繋がっている。「主体的・

対話的で深い学び」が学習指導要領を支える重要キーワードであるとの認識に立つとき，その理解が現

場に浸透していないことは学習指導要領の実現を阻む大きな課題であると受け止める必要がある。  

 

⑵ 課題の背景にあるもの【学習指導要領の内容の質的向上と周知・研修の問題】  

  今回の学習指導要領は，内容の質的な向上が図られている。 「社会に開かれた教育課程」の重視，

「主体的・対話的で深い学び」の実現、「カリキュラム・マネジメント」の確立，学習の基盤となる資質・能力

の育成，教科横断的な学習の充実，プログラミング教育，新たな教育活動の導入，新たな視点や一層の

充実の視点による改善事項がたくさん盛り込まれている。今回の学習指導要領の記述分量は前回の学習

指導要領と比べて約 1.5倍も増えている。 

  学習指導要領の伝達講習や研修会は各地で行われてはいるものの，限られた時間の中で，概要や要

点を伝えるものになっている。その伝達講習や研修は学校代表の教員が参加し，その内容を校内で伝達

するという形式で行われている。しかも，学校現場では，働き方改革が最優先に進められており，研修時

間を確保するのも難しくなっている。学習指導要領等の内容を１人１人の教員が消化しきれていないでい

るのが現状であろう。学習指導要領における「主体的・対話的で深い学び」の理解が学校現場で浸透して

いないのは，以上のような背景があるためでると考える。 

 

⑶ 課題の背景にあるもの【「主体的・対話的で深い学び」の定義等の問題】  

  「主体的・対話的で深い学び」の理解が進まない理由は，その定義等にも要因があるのではないかと

考える。「主体的・対話的で深い学び」の教員の戸惑いの声をまとめ，その後ろにある分かりにくさの要

因を探る。 

 

 

設問２の⑵で「深い学び」であるにもかかわらず，「対話的な学び」と答えた人が多

かった。ただ，経験年数等に関係なく，答えられていないことから， 文科省の資

料がわかりづらいところがあると考える。事実，３の質問で「自信をもって答えられた」

人の方が少なかった。…                               

 ※下線は筆者 

資料２ 意識実態踏査の結果の考察（アンケート協力校  Ｓ中学校）一部抜粋  

 

資料２は意識実態調査協力校が自校でアンケート結果を考察したもので，アンケート回収用封筒に添

えられていたものである。この声は全体を代弁している。意識実態調査の結果を見ても,理解を難しくして

いるのは，ひとつの学びの中に他の学びが混じっていることをあげる教員が非常に多い。改めて,設問２

の児童生徒の学びの姿とそこに含まれる三つの学びをまとめると次のようになる。 



豊田：「主体的・対話的で深い学び」の教育方法的課題 

 - 229 - 

設問２の学びの姿は文科省資料（図２）を基に作成したもので，文科省資料の説明にわかりにくい要因

があると考える。 

 

 

「主体的・対話的で深い学び」の再定義について 

 

１ 「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の混在を整理する視点 

  文部省の見解の枠組みの中で「主体的・対話的で深い学び」を改めて捉え直してみる。 

現場の教員は，図２の文科省の資料から，三つの学びは区別され，一つの学びの中で他の学び

が並び立たないものという認識をもっている。しかし，「中教審答申」には次のような記述がある。 

 

「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の三つの視点は、子供の学びの過程としては一体

として実現されるものであり、また、それぞれ相互に影響し合うものでもあるが、学びの本質として重

要な点を異なる側面から捉えたものであり、授業改善の視点としてはそれぞれ固有の視点であるこ

とに留意が必要である。                                                        P.50  

  

つまり，「子供同士の協働、教職員や地域の人との対話を手掛かりに考えることを通じ、自己の考えを

広げ深める学習をしている。」という学びの姿は，「主体的な学び」の視点で捉えれば，「主体的な学び」

に当てはまる。また，「深い学び」という異なる視点から見ると「深い学び」に当てはまるという捉え方である。

中教審答申の記述はそのことを示していると考える。例えると，「手間のかからない料理」「季節の素材を

表２ 設問２の学びの姿に含まれる複数の学び      

   
 

 
    

                    

文科省資料 

 （図２） 

混じっている 

他の学び 
 
⑴ 

 

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話を手

掛かりに考えることを通じ、自己の考えを広げ深める

学習をしている。 

 

対話的な学び 

 

 

  深い学び 
 

【根拠】 太文字の下線部 
 

⑵ 
 

 

精査した情報を基に自分の考えを形成したり、目的

や場面、状況等に応じて伝え合ったり、考えを伝え合

うことを通して集団としての考えを形成したりしている

。 

 

深い学び 
 

 

 

対話的な学び 
 

  【根拠】 太文字の下線部 

 
⑶ 
 

学ぶことに興味や関心を持ち、毎時間、見通しを持っ

て粘り強く取り組むとともに、自らの学習をまとめ振り

返り、次の学習につなげている。 

 
主体的学び 

 
深い学び 

【根拠】太文字の下線部 

 

⑷ 
 

事象の中から自ら問いを見いだし、課題の追究、課

題の解決を行う探究の過程に取り組んでいる。  

  

深い学び   

   

 

主体的学び 

     【根拠】太文字の下線部 

 

 

児童生徒の学ぶ姿 
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使った料理」「美味しい料理」という料理の視点があるとすれば，「松茸を使った土瓶蒸し」は３つの料理の

視点全てに当てはまるということである。 

 しかし，「主体的・対話的で深い学び」の説明に使われている図２の資料ではそのことが伝わらない。異

なった解釈をメッセージとして送ってしまっている。学校現場では図２の文科省資料を使って研修してい

る。公的な研修会においてもこの資料を活用している。現場の教員が「分かりにくい」と感じるのはこのた

めであると考える。 

  図２の資料で示されている「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」は，子供の学びの過程におい

ては一体として実現されるものであり，学びが重なる場合があること，「主体的な学び」「対話的な学び」

「深い学び」とは，異なる側面から捉えた固有の視点であることを説明に添える必要がある。 

 

２ 「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」を区別する固有のポイント  

  三つの学びの捉え方について，授業の中に表れる児童生徒の表層的な言動等に着目するとそれぞれ

の学びの本質的な違いが見えない。図２の 「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」の説明もそのことが

当てはまる。ここで三つの学びを整理する固有のポイントを示し，補足の説明を加える必要がある。 

 

⑴「主体的学び」を区別するポイント：「問題意識等の内面的エネルギーで支えられた活動か！」 

  「主体的学び」を他の二つの学びと一線を画すポイントは，学びの行動を支える「内面のエネルギー」

であると考える。 

  「主体的」とは「自分の意志・判断によって行動するさま。（三省堂大辞林）」という意味であり，行動の内面にこそ

固有の視点がある。「中教審答申」の評価の留意点に次のような記述がある。 

 

 評価の観点のうち「主体的に学習に取り組む態度」については、…中略…挙手の回数やノートの取

り方などの形式的な活動で評価したりするものではない。子供たちが自ら学習の目標を持ち、進め方

を見直しながら学習を進め、その過程を評価して新たな学習につなげるといった、学習に関する自己

調整を行いながら、粘り強く知識・技能を獲得したり思考・判断・表現しようとしたりしているかどうかとい

う、意思的な側面を捉えて評価することが求められる。                           

                                                            P.62   ※下線は筆者 

 

これらのことから「主体的学び」が成立しているかどうかは，表面的な活動ではなく，自らの意思と判断と

いう内面で支えられているかどうかで見分けることが大切であり，更に堀下げるなら，内面を支えるエネル

ギー源としての「問題意識」「向上心」「達成感」等の存在が重要であると考える。 

  「主体的な学び」とは，学びの行動を支える「問題意識」「向上心」「達成感」等の内面的なエネルギーの

存在を前提に「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見

通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」という活動，換言す

れば，自らの学びをコントロールしていることが「主体的な学び」であり，その視点で授業を改善していくこ

とが今回の学習指導要領の趣旨であると解釈する。 
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⑵「対話的学び」のポイント：「他者とかかわりあう行為があるか！」 

 「対話的な学び」は「対話」という外から見える行為が前提になるので，比較的にわかりやすい。他者との

かかわりを通して多様な考えや価値と出会うことで，自己の考えを広げ，深めることが期待される。グルー

プ活動，ディスカッション，インタビューなどの活動を具体的な行為の例として挙げることができる。また，

「対話」の中には，書物などを通して先哲の考え方に触れることも含められている。 

  「対話的な学び」の留意点として，グループ活動，ディスカッションをすれば「対話的学び」が成立して

いるととらえるのではなく，「活動あって学びなし」にならないよう，「深い学び」の視点とも繋がっていなけ

ればならないことをも加えておきたい。 

 

⑶「深い学び」のポイント：「目標達成に迫るベクトル・アプローチがあるか！」 

  学習指導要領の基本構造から考えると「何ができるようになるか／三つ資質・能力の育成」のために「ど

のように学ぶか／「主体的・対話的で深い学び」があるので，「主体的・対話的で深い学び」は目標達成

（資質・能力の育成）に向かう学習活動でなければならない。そのような学習活動の中で，特に「深い学び」

が果たす役割は大きい。初等教育資料「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善について」（２

０１７））にある次のような記述からもそのことがうかがえる。 

 

⋯略⋯「対話的な学び」を進める上では「深い学び」の視点も欠かせない。「活動あって学びなし」とい

うことにならないように、「対話」が本当に質の高い学びにつながっているのか普段の検証を行ってい

く必要がある。⋯略⋯⋯①の「主体的学び」の視点と②の「対話的な学び」の視点は，いずれも重要な視

点ではあるが、質の高い学びにつなげていくための十分条件であるとは言えない。⋯そこから導かれ

てきたのが、③の「深い学び」の視点である。                              P.4-5 

 

  「深い学び」の「深い」は，目標達成，或いは，より高いレベルの目標に迫るベクトル・アプローチがある

ことを意味し，それを前提として「習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた『見

方・考え方』を働かせながら、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、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりする学習活動が行われているこ

と」が「深い学び」が実現されている状態であると解釈する。   

今回の学習指導要領では，個別のバラバラであった知識が学習を通してつながり，構造化していくこと，

さらに，他の学習場面や生活場面で活用できる概念化した知識にまで高度化していくことを特に重視して

おり，この方向に向かう学習を「深い学び」と言うことができる。 

 

  

まとめ 

 

１ 明らかになった課題 

  学習指導要領の全面実施に向けて文部科学省等は 2017 年から，その周知・徹底に努め，小学校では

既に令和２年度（2020）から実施されている。「主体的・対話的で深い学び」に関する意識実態調査を行っ

て見えてきたことは，学習指導要領の内容についての理解が図られておらず，教員が戸惑っているという
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姿である。「主体的・対話的で深い学び」の理解の状況をもって，学習指導要領全体の理解を推し計るこ

とは難しいが，「主体的・対話的で深い学び」は学習指導要領の大きな柱の一つであり，それは「学びに

向かう力・人間性」「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」の三つの資質・能力の育成に繋がっている。

「主体的・対話的で深い学び」が学習指導要領を支える重要キーワードであるとの認識に立つとき，その

理解が現場に浸透していないことは学習指導要領の実現を阻む課題であると受け止める必要がある。  

 

２ 課題の要因 

  働き方改革が進む中で，現場の教員が，内容の質が高くなり，記述量も膨大に増えた学習指導要領を

消化（理解）できずに消化不良を起こしているという状況がある。さらに加えて，「主体的・対話的で深い学

び」を説明する文科省の資料の中にも「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の視点の違いや関

係に理解を難しくする要因が隠れていると考える。 

 

３ 成果（課題要因の明確化と解決のポイント） 

  ここでは「主体的・対話的で深い学び」についての理解を難しくしている要因とそれを克服する方法に

ついて述べる。要因と解決のポイントを簡潔にまとめると次の二つになる。 

 

・多くの教員が「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」の三つの学びは区別され，一つの学びの

中で他の学びが並び立たないものであるという認識をもっており，それが理解を妨げている。克服

するには，三つの学びは，異なる側面から捉えた固有の視点であり，学びが重なる場合があることを

理解する必要がある。 

 

・「主体的学び」「対話的学び」「深い学び」を区別する固有のポイントの理解が不十分なため，児童生徒

の活動の様子を見ても三つの学びを見分けることができない。それを克服するには，次のポイント（物

差し）で活動の本質を見極め，整理する必要がある。 

 

・「主体的学び」は「問題意識等の内面的エネルギーで支えられた活動か」 

・「対話的学び」は「他者とかかわりあう行為があるか」 

・「深い学び」は「目標達成に迫るベクトル・アプローチがあるか」 
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