
分科会 都道府県名 発表指定校・地域名 研究主題 研究の特徴

滋賀県 大津市立長等幼稚園
豊かに言葉で表現できる幼児の育成－話した
くなる，聞きたくなる，伝えたくなる気持ちを豊
かに育てるための環境や援助を考える－

幼児の豊かな言葉をはぐくむには，幼児の心が揺さぶられる体験を積み重ねることが必要と考え，幼児の「さざ波」
のような心の動きをキャッチし，指導計画「さざ波マップ」に環境の構成や教師の指導の意図を「さざ波ポイント」「さ
ざ波作戦」として示し，幼児の言語環境や教師の援助の工夫，改善を図ろうとしています。

京都府 京都教育大学附属幼稚園 響き合うコミュニケーションの力を育む
幼児期において，生活の中でコミュニケーションの力を獲得することは，対人関係の調整能力や学習能力の基礎と
して重要であることを踏まえ，「響き合う」という視点から幼児期におけるコミュニケーションの発達の姿を捉え，具体
的な指導の在り方を探っています。

北海道 浦臼町立みどり幼稚園
心と体を動かし，伸び伸びと活動する姿を目
指して～身近な自然等を生かした遊びを通し
て～

身近な自然等の環境を積極的に活用し，幼児一人一人が心と体を十分動かして自分らしさを発揮することができる
よう，幼児理解を深め，充実感や満足感が得られるような環境の工夫や教師の援助を工夫しています。

岡山県
岡山大学教育学部附属幼
稚園

「ことばの力」を豊かに育む援助のあり方を探る
幼稚園から中学校までを見通した「思考とことばの発達ステージマップ」を作成することにより，「対象」「他者」「自
己」の３つの視点から，幼児の「ことばの力」を豊かに育むための発達過程を明らかにし，環境構成や教師の援助
のあり方を考えています。

岩手県 盛岡市立月が丘小学校
自ら考え学び続ける児童の育成－読書力を育
てる学習過程の改善を通して－

学校教育全体を通して，子どもたちに４つの読書力の育成を図っています。授業における単元を貫く言語活動の設
定，多彩な読書活動の展開，主体的な言語操作を促すきめ細やかな支援や学校図書館の改革等，各学校でもぜ
ひ参考にしていただきたい。

熊本県 宇城市立松橋小学校
自ら考え表現し，豊かに学び合う国語科学習
の創造

目の前の子どもたちに付けたい力を見極めて，学校オリジナルの単元を貫く言語活動を開発しています。教師の柔
軟な発想を生かした教材研究には，授業者としてのわくわくどきどきがいっぱいです。また。子どもたちが主体的に
学ぶ姿も見られます。

京都市 京都市立錦林小学校
校訓「実行力」を支える言葉の力の育成～言
語活動の充実を通して～

実生活に生きる国語の能力の育成を追究しています。単に４５分の授業に閉じるのではない確かな力を育んでいま
す。子どもたちの能力を最大限に引き出す単元構想と子どもの思いを膨らませる言語活動の開発は，見どころ聞き
どころ満載です。

広島県 福山市立御野小学校
問い続け，学び続ける子どもの育成を目指し
た社会科授業の在り方～言語活動の充実を
通して～

社会科の学習を通して，単元ごとに身に付ける知識やそのための問題（問い）を構造的に整理し，子どもが「問い続
ける」問題解決的な学習の授業モデルを提案しています。また，社会科における言語活動充実の方策を探っていま
す。

広島市 広島市立古田台小学校
思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業づくり
「社会的な見方や考え方」のつながりを明らか
にする研究を通して

第３・４学年，及び第５学年における生産に関する学習を通して子どもに養われる社会的な見方や考え方について，
実践事例を通して考察し報告しています。また，社会的な見方や考え方を養うための教材研究の視点を探っていま
す。

広島県 福山市立竹尋小学校
科学的思考力を育てる理科教育の創造～児
童の学びを実感的理解に導く指導の工夫と評
価～

科学的思考力の育成に向けて，循環型ワークシートを開発し，結果と考察の区別や学習問題とまとめの整合性を
図るなど，問題解決過程に沿った学習を工夫しています。また，表現方法のみならず，表現内容の基となる教材の
開発や学習意欲の向上を視野に入れた授業の在り方について提案をしています。

福岡県 宇美町立桜原小学校
科学的な思考力・表現力を育成する理科学習
の創造～思考のつながりを重視した指導法の
工夫を通して～

理科における問題解決を重視しながら，子どもの思考のつながりを意識した授業の在り方について授業実践を通し
て開発しています。理科学習において，体験と言語をいかに融合していくかについて提案をしています。

秋田県 北秋田市立米内沢小学校
「問い」をもち，根拠をもって考え，学び合う子
どもの育成～考える場面での「学び合い」を重
視した授業づくりを通して～

Ｂ区分における問題解決の過程の中で「問い」をもつ児童の姿を明らかにし，考える場面での「学び合い」の在り方
を提案しています。問いが生まれる環境作りや付箋等を利用した双方向の学び合いにより，児童主体の授業が確
立しています。

香川県 観音寺市立柞田小学校
科学的な見方・考え方を育てる理科学習― 表
現することを通して，考える力を育む（B区分を
核として）

Ｂ区分における科学的な思考力を高めるために，「かく力」を生かした学習活動の在り方を提案しています。観察の
視点を明確にし，図や絵などの表現について説明させることを通して，科学的な見方や考え方の定着を図っていま
す。

横浜市 横浜市立井土ヶ谷小学校
自然を読み解く力を育てる表現と学び合い～
自ら思考し，表現することを促す評価や支援
の在り方（B区分）～

Ｂ区分における「自然を読み解く力」について，「表現」と「学び合い」を手立てとして明らかにしています。「イメージ
図」を用いた予想や考察場面で，一人一人の表現を基に学び合いをすることにより，思考力や表現力を高めていま
す。

新潟市 新潟市立味方小学校
科学的な見方や考え方を構築する力を高める
授業～ Ｂ区分における時系列シートを使った
説明活動を通して　～

Ｂ区分における「時系列シート」を活用した新たな観察方法の提案をしています。「時系列シート」を用いた継続観察
により，比較，関係付け，推論する力が身に付き，科学的な見方や考え方の構築に有効であることを検証していま
す。午
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京都市 京都市立桂川小学校

自らの考えを伝え合う，心豊かな子の育成～
自然と関わり，体験活動の場の工夫と言語活
動の充実により，科学的な思考・表現の力を
高める学習指導の工夫～

科学的思考力育成に向けて，体験活動を重視し言語活動を充実しながら，子どもの主体の問題解決を図っていま
す。言語活動における表現方法として，文字のみならず，図や表，グラフ，モデル図などを活用しながら，子ども同
士が考えを伝え合うことができる場の工夫について提案しています。

堺市 堺市立浜寺石津小学校

自然への感性を高め，追究し，自立的に問題
解決する子どもの育成～考えを表出し，科学
的な見方や考え方を深める学習指導の在り方
～

子どもの自然に対する興味・関心を高めて，これまでの経験や自然事象についての知識や・理解に照らし合わせ，
事物・現象を解釈していく問題解決の在り方を開発しています。特に，子どもが自ら問題を設定する要件について提
案しています。

横浜市 横浜市立桜岡小学校
音楽科の思考力・判断力・表現力を育む指導
の充実

思考力・判断力・表現力の育成のためのＰＤＣＡのサイクルを通した授業検討の積み重ねによって，学習過程の工
夫，言語活動の充実，表現と鑑賞の関連付け，振り返りカードの改善など，指導方法の工夫について提案していま
す。

茨城県
茨城大学教育学部附属小
学校

感性を豊かに働かせながら，思いや意図を
もって表現したり味わって聴いたりする子ども
の育成～言語活動の充実を通して～

言語活動の充実を通して，音楽科で求める子ども像の実現を目指した研究をしています。言語を介した交流の場を
工夫するなど，言語活動を適切に取り入れることによって，主体的，創造的な音楽学習の充実を図っています。

山梨県 上野原市立秋山小学校
音楽づくりと鑑賞（聴取）活動の相互の関連を
図った授業の展開

音楽づくりと鑑賞の学習を質的に充実することは，音楽教育の重要な実践課題です。そのためには，両者の関連を
効果的に図ることが求められます。どのように関連を図ることが効果的なのか，具体的な子どもの姿をもとに検証を
深めています。

広島県 福山市立蔵王小学校
感性を働かせながらつくり出すことを通して豊
かに表現する力を育てる～題材開発と，児童
の活動・作品の見取りを通して～

感性を働かせながらつくりだすことを通して，豊かに表現する力を育てるために，主に題材開発と学習評価について
研究しています。児童の生活と密着した地域に愛着をもてる題材開発と，子どもの活動・作品の見取りの観点を明
確にした評価を行っています。

京都市 京都市立宇多野小学校
表現と鑑賞との関連を深め，育成すべき資質
や能力を明確にした授業のデザイン～言語活
動の充実を図る指導を工夫しながら～

表現と鑑賞の関連を深め，育成すべき資質や能力を明確にした授業の在り方と，言語活動の充実を主に研究して
います。また，身近な自然物を材料にするなど地域性を取り入れた題材の開発と実践にも取り組んでいます。

埼玉県 上尾市立東小学校
心豊かによりよく生きる東っ子の育成～図画
工作における児童の思考力・判断力・表現力
をはぐくむ指導方法の工夫～

児童の思考力・判断力・表現力をはぐくむ指導方法の工夫として，発想や構想の能力・鑑賞の能力を育むための指
導と評価を主に研究しています。子どもの主体的な思考につながる学習環境の設定，指導の工夫や適切な評価を
行っています。

埼玉県 春日部市立武里西小学校
自分の生活を見つめ，家庭生活をよりよくしよ
うと工夫し，実践する児童の育成

家族の一員として生活を工夫しようとする実践的な態度を育てるために，家庭・地域との関わりを大切にした題材の
工夫，家庭生活との関連を図る問題解決的な学習，自分の成長を実感できるような評価について研究しています。

神奈川県
横浜国立大学教育人間科
学部附属鎌倉小学校

生活を見つめ，よりよくしようとする実践力を育
てる家庭科の授業デザイン研究

生活をよりよくしようとする実践的な態度を育むために，食生活と消費生活や住生活と環境の内容の関連を図った
題材構成の工夫，グループでの話し合い活動や実践レポートの作成など，言語活動の充実を図った研究をしていま
す。

東京都 豊島区立南池袋小学校
自分の生活を創り出す子どもの育成～環境に
配慮した生活をめざして～

主体的に環境に配慮した生活を創り出す子どもを育成するための内容Ｄ「身近な消費生活と環境」と衣食住など他
の内容との関連を図った題材構成，問題解決的な学習や言語活動の充実を図った研究をしています。

京都府 長岡京市立神足小学校

≪道徳的実践力から道徳的実践へ≫よりよい
生活や人間関係を築くため，本音で話合い，
本気で実践する児童の育成～豊かな心を育
てる『思いやり』のスパイラル～

文部科学省の道徳教育の研究指定校としての研究に続いて，本研究所の指定校として特別活動における道徳的
実践の指導について研究に取り組んでいます。心を育てる学級会の在り方や道徳の時間と特別活動との関連につ
いても研究を深めています。

札幌市
札幌市立もみじの森小学
校

自ら生活を改善する力と，共に生きる力をもっ
た，人間性豊かな子どもの育成～「いい顔」
「いい声」「いい動き」で学ぶ子どもたち～

３校を統合した新設校として新たな学校づくりのスタートに，特別活動研究を位置づけた学校です。「いい声，いい
顔，いい動き」をテーマに，よりよい学校，学級づくりのための自治的な話合いの力を育てる指導法の研究に取り組
んでいます。

京都市 京都市立朱雀第七小学校
互いに認め合い，温かい人間関係を育む特別
活動～集団活動を通して，確かな規範意識を
育む～

誰でも成果を上げられる学級会の一連の活動過程と指導過程の基礎・基本の研究に取り組んでいます。特に，活
動過程や話合いの過程の可視化を工夫しています。集団決定までの道筋のパターン化にも取り組んでいます。

北海道 苫小牧市立豊川小学校

新学習指導要領の趣旨を具体化し，深化充実
するための教育課程編成，指導方法等の工
夫改善に関する研究（筋道を立てて考え，いき
いきと表現する子どもの育成～算数的な表現
力を育てる指導・評価の在り方～）

「書き表す表現力の育成」「伝え合う場の充実」「振り返りの工夫」を柱として問題解決的な学習過程を取り入れた授
業実践に取り組んでいます。

熊本県 甲佐町立甲佐小学校
筋道を立てて考え，表現する児童の育成～算
数科における言語活動を通して～

本時の学習のねらいを明確にして，そのねらいを達成したときに児童がどんな言葉で表現するのかを事前に想定し
ています。「事前に想定した言葉を引き出せるような言語活動」を設定した授業実践に取り組んでいます。
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教育課程（小学校　音楽）

教育課程（小学校　図画工作）

教育課程（小学校　家庭）

教育課程（小学校　特別活動）

教育課程（小学校　算数）



滋賀県 長浜市立虎姫小学校
筋道を立てて考え表現し，考えを深める算数
科学習指導法の研究

自力解決の思考の過程が分かるノート指導と，お互いの考えを比べたり，共通点やよさを見いだしたりする話し合い
の指導を行うことで，考えを深める児童の育成を目指しています。

和歌山県 和歌山市立有功東小学校
生活科における言語活動（表現活動）の充実
に関する研究

生活科と他教科等との関連を意識したカリキュラムの編成をすることで，生活科はもちろんそれぞれ教科等の目標
や内容を適切に実現し，効率的で子ども中心の学習活動を展開する方法について研究しています。

千葉市 千葉市立本町小学校
自己を拓き，豊かな人間性を育む学びの創造
―生活科の学習指導を通して，豊かに思考し
表現する力を高める―

生活科において気付きの質を高めることと子どもの学習意欲を高めることについて，それぞれの実現に向けた単元
構想の在り方，授業での学習活動の進め方を具体の授業を通して研究しています。

北海道
北海道教育大学附属函館
小学校

子どもが思いや願いを伝え合い，協同的な関
係を築き上げる学びの構想～内容項目（８）の
授業化を通して～

新しく生活科に位置付いた内容(8)「生活や出来事の交流」の具体的な学習活動について，一内容で単元を構成す
るタイプ，複数内容で単元を構成するタイプなどを実践研究し，多様なモデルとなるよう研究しています。

教育課程（小学校　理科）

福井県 坂井市立三国南小学校
「どの子ものびる楽しい体育授業の創造」～楽
しさのひろがりを追求し，かかわり合う体育学
習をめざして～

運動で味わえる楽しさは，技能が身に付いたり，試合で勝つことだけでなく，友達と協力して成し遂げたり，自分の
考えた練習により上達したりする楽しさなどと捉え，幅広く「楽しさ」について，授業の手立てとの関係から追究してい
ます。また，保健については，わかる楽しさ，活用する楽しさ，関わり合う楽しさに重点を置いた授業づくりについて
追究しています。

山口県 山口市立大内小学校
『子どもが夢中になる，もっと楽しい体育学習』
～子どもの発達の段階を踏まえた教育課程の
創造 ～

運動の楽しさの感じ方は発達の段階によって変化することに着目し，運動すること自体が楽しい低学年から，成就
感や特性に応じた楽しさなどが大切な高学年まで，それぞれが楽しさを感じられる授業づくりについて，追究してい
ます。また，健康に関する興味・関心や課題解決への意欲を高めるとともに，知識を活用する学習活動を重視して，
保健について学習する楽しさが感じられる授業づくりについて追究しています。

大阪市 大阪市立十三小学校
言語活動の充実を通して思考力・判断力・表
現力を高める指導の工夫―伝え合い，深め合
える授業をめざして―

思考力・判断力・表現力を高めるために，各教科等の学習の中で，思考し話し合うための手立てとして，効果的な
「書く活動」を取り入れ，対話・討論・説明・発表など，伝え合い深め合う指導の在り方を工夫し，教科の特質に応じ
た言語活動充実の授業づくりを図っています。

広島県 広島大学附属小学校
教科・教材の特性に合わせた「言語活動の充
実」を目指す指導方法の改善－学びの場を組
織する授業づくりをとおして－

各教科の学習において大切にすべき表現活動とその活動における言語の役割を明確にすることで，教科の特性に
応じた言語活動充実の方策を整理しています。また，各教科を横断して共通する「言語活動充実の考え方やその具
体策」を探っています。

教育課程（幼・小　幼小連携） 徳島県

藍住町
（藍住北幼稚園，藍住南幼稚園，
藍住西幼稚園，藍住東幼稚園，
藍住北小学校，藍住南小学校，
藍住西小学校，藍住東小学校）

幼稚園教育と小学校教育の滑らかな接続の
在り方について～学びの芽生えを育て，自覚
的な学びへとつなぐ教育課程や指導方法の在
り方について～

幼稚園・小学校で一貫した「育てたい子どもの姿」を共有し，その実現に向けて，子どもの発達と学びの連続性を踏
まえ，「学びの芽生え」から「自覚的な学び」への移行が円滑に図れる教育課程や指導方法の在り方について考え
ています。

静岡県 富士宮市立北山小学校
確かな学力が育つ授業－国語科における学
習評価の改善と指導の工夫－

評価規準の改善が授業を変えるということを踏まえ，国語科における学習評価の改善を軸に研究を推進していま
す。単なる評価手法の工夫ではなく，付けたい力の明確化をベースとし，授業改善と連動した地に足の付いた学習
評価研究の成果は必見です。

香川県
香川大学教育学部附属高
松小学校

問題解決的思考を育む指導に生かすパフォー
マンス評価

「授業改善につながる評価」という視点で行った評価研究をしています。学習課題（問題）や評価の指標を子どもとと
もにつくり，問題解決的な学習を通して思考力を育てる授業づくりと，子どもに育った思考力の評価方法を提案しま
す。

分科会 都道府県名 発表指定校・地域名 研究主題 研究のポイント

教育課程（小学校　外国語活動） 福岡県
福岡教育大学附属久留米
小学校

主体的な学びをはぐくむ学習指導の創造～自
信をもってコミュニケーションを図る子どもを育
てる外国語活動～

外国語活動における文字指導の在り方についての研究をしています。児童が自信をもってコミュニケーションを図る
一手段として文字をとらえ，系統だった文字指導を組み込んだカリキュラムの可能性を提案しています。

兵庫県 兵庫教育大学附属中学校
体験的・作業的な学習活動の展開，言語活動
の充実を図りながら，論理的に思考し表現す
る能力を育成する。

体験的・作業的な学習活動の展開，言語活動の充実を図りながら，論理的に思考し表現する能力の育成を目指し
ています。ICTも活用しながら，他者とのかかわり合いを重視した授業展開を工夫しています。

午
後

教育課程（小学校　生活）

教育課程（小学校　体育）

教育課程（小学校　教科横断）

学習評価（小学校）

開催区分

※終日開催のため，午前をご参照ください。



徳島県 鳴門教育大学附属中学校
思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業の創造
－言語活動の充実と観点別学習状況評価を
生かした指導を通して－

言語活動の充実と観点別学習状況評価を生かした指導の工夫を通して，思考力・判断力・表現力を育む授業作り
に取り組んでいます。学習過程の構造化を図って図示する工夫，基礎的・基本的な知識・技能の集積を図る「活用
カード」の工夫などが特徴的です。

群馬県 藤岡市立北中学校

文学的な文章教材において，課題解決的な言
語活動を通して，生徒が既習事項を活用しな
がら主体的に取り組むことを促す単元の研究
開発

文学的な文章教材において，課題解決的な言語活動を通して生徒が主体的に学習する授業を提案しています。主
たる教材と補助的な教材を関連させて指導することにより，習得と活用を図った指導をしています。また，読書活動
に広げる指導も充実しています。

岩手県 盛岡市立乙部中学校
数学用語を用いて「書く」ことを大切にした数学
における言語活動の在り方

課題をどのように思考し解決したかという過程を記述によって把握するため，授業内で適切に「書く」活動を位置付
けています。言語活動の充実を図るとともに生徒が書いた内容を記録・蓄積することによって生徒の変容も捉えよう
としています。

徳島県 鳴門教育大学附属中学校
思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業の創造
‐言語活動の充実と観点別学習状況評価を生
かした指導を通して‐

言語活動の構造化を図り，「構想→記録→説明(交流)→（振り返って）構想→記録→説明」等の流れを基本とした授
業を適切に位置付けています。この考えに基づいた授業実践を重ねていく中で思考力・判断力・表現力等の育成を
図っています。

山口県 山口市立鴻南中学校
統計的な眼を鋭くするための教材づくりと指導
の工夫

資料の活用領域の学習指導において，生徒が「どの代表値を用いて」「どのような傾向を読み取ったか」がわかるよ
うな評価問題やレポート課題を設定し，領域の単元構成を探ります。また，ICT機器を活用した資料の活用領域の
学習指導等について，授業における生徒の様子から考察しています。

秋田県 大仙市立大曲中学校
自然の事物・現象に主体的に関わり，問題解
決能力を高める指導方法の工夫～学び合い
を通した科学的な思考力や表現力の育成～

自然に直接触れることや自ら問題を発見することにより学習意欲を高め，探究的な学習活動を展開する中で問題
解決能力の向上を図り，科学的な思考力や表現力を育むための指導内容の体系化や指導方法について研究して
います。

徳島県 鳴門教育大学附属中学校
思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業の創造
‐言語活動の充実と観点別学習状況評価を生
かした指導を通して‐

基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着と活用の場面を設定し，言語活動の充実を図るとともに生徒の学習状況
を把握し，その後の指導に生かしていくことを重視した授業を展開しています。その実践を通して思考力・判断力・
表現力を育む授業の創造について研究しています。

北海道 秩父別町立秩父別中学校
科学的な思考力や表現力を育てる指導とその
評価方法等の工夫改善～理科における科学
的に探究する学習活動の充実を通して～

中学校理科と小学校との学習内容の関連を図った指導計画を作成するとともに，科学的に探究する学習活動の中
で言語活動を一層重視した学習指導と評価の工夫を通して，科学的な思考力や表現力を育成する具体的な指導方
法等を実践的に研究しています。

高知県 南国市立香長中学校
学力向上に向けた基礎学力の定着と発達段
階に応じた科学的な思考力・表現力の育成を
図る

昨年度の理科における各学年・領域等の課題改善に向け，科学的な思考力を育成する指導方法の工夫改善につ
いて研究しています。特に，「遺伝の規則性と遺伝子」及び「酸・アルカリとイオン」について，習得状況の把握等をも
とに授業改善を図っています。

川崎市 川崎市立宮内中学校
探究心を育て実感を伴った理解を図る理科指
導～言語活動を豊かにし，思考力・表現力を
育てる指導の工夫～

より科学的な見地に立って分析，解釈，表現していくことに課題が見られたので，その改善のため，子ども同士の学
び合いを通して科学的な思考力，判断力，表現力を高めるとともに，科学的な概念を獲得し，より実感を伴った理解
を図る指導方法等の研究を行っています。

神戸市 神戸市立広陵中学校
科学的な思考力・表現力を育成するための指
導方法の研究開発

科学的に考え表現する力を養うためには，まず理科に対する苦 手意識を軽減し，自ら取り組もうとする姿勢を育て
る必要がある と感じています。そこで，多くの生徒が苦手と感じやすい幾つかの 単元について，どこでつまずくかを
検証し，つまずきを解消する ための具体的な指導法を研究しています。

石川県
金沢大学人間社会学域学
校教育学類附属中学校

科学的に説明する力を育成するための評価
これまで実践してきた観察・実験レポートの指導と評価についての改善に加え，科学的な思考を促進するための描
画や概念地図等の利用，自己評価や相互評価の実施などを行い，科学的に説明する力を育成するための評価に
ついて研究しています。

愛媛県
愛媛大学教育学部附属中
学校

生徒同士が関わり合いながら科学的な思考
力・表現力を養うための指導と評価の工夫に
関する研究（中学校）

設定した課題などについて，実験結果や既習内容から思考して表現し，生徒同士のかかわり合いの中で思考を深
める指導について研究しています。特に，思考を助ける教材等の導入，追究する意欲が持続する指導などの工夫，
及びそれらの評価の在り方に重点を置いています。

福岡県 宗像市立中央中学校
思考力・判断力・表現力を育む音楽科学習指
導～創作における言語活動を位置付けた学
習の工夫を通して～

創作の指導において，生徒の思考力・判断力・表現力を育むための学習素材の選定，学習活動の展開などの工夫
や，全ての学校で取り組みやすい題材開発を行い，授業モデルを提案しています。

埼玉県
埼玉大学教育学部附属中
学校

生徒の思考力・判断力・表現力等を育てる指
導法の研究～指導と評価の一体化を重視した
学習指導～

表現と鑑賞を関連付けた題材構成の在り方や音楽科における思考力・判断力・表現力の育成などを研究していま
す。言葉による表現，音や音楽による表現の関係や棲み分けなどを提案しています。

兵庫県 兵庫教育大学附属中学校
協働学習の手法を取り入れた我が国の伝統
音楽の鑑賞及び創作活動における思考力・判
断力・表現力の育成

我が国の伝統音楽を学習素材として，器楽，創作，鑑賞の関連を見据えた年間指導計画を作成し，伝統音楽への
興味・関心を高め，音楽的な特徴を捉えることのできる指導の在り方などを提案しています。

秋田県 大館市立東中学校
学習内容の系統性を踏まえ，確かな学力を身
に付けさせる指導方法の工夫・改善～「分か
る」「できる」「関わり合う」保健体育学習～

体育分野では，「武道（柔道）」「ダンス」に焦点を当て，指導と評価の計画や学習形態を工夫することで，「技能」とと
もに指導内容の「態度」や「思考・判断」の学習の充実に取り組んでいます。 保健分野では知識の習得を重視する
とともに，「関わり合う」活動を通して健康・安全に対する関心・意欲・態度や思考・判断を育成することを目指してい
ます。

教育課程（中学校　数学）

教育課程（中学校　理科）

教育課程（中学校　音楽）午
前

教育課程（中学校　国語）



徳島県 鳴門教育大学附属中学校
思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業の創造
‐言語活動の充実と観点別学習状況評価を生
かした指導を通して‐

体育分野では，「体つくり運動」「武道（剣道）」を中心に，学校共通の言語活動の構造化を図った授業実践や学習
資料や学習ノートの工夫から，思考力・判断力・表現力の育成に焦点を当てた研究に取り組んでいます。保健分野
では，生徒が健康・安全について思考・判断する過程を可視化し，学習カードやワークシートを活用して評価したこ
とを指導に生かす取組をしています。

神奈川県
横浜国立大学教育人間科
学部附属横浜中学校

思考力・判断力・表現力等を育成する指導と
評価

体育分野では，「球技（バスケットボール）」に焦点を当て，基本的な知識・技能のより効果的な習得方法やその活
用のさせ方（具体的な学習活動や学習場面の設定）について研究に取り組んでいます。保健分野では，学習指導
要領の内容から生徒が授業で学習する知識を明確にするとともに，習得した知識を活用する学習活動を工夫し，健
康・安全に関する思考力・判断力等の育成を目指した研究に取り組んでいます。

教育課程（中学校　特別活動） 香川県 高松市立山田中学校
よりよい生活を築くために集団としての意見を
まとめる話合い活動の在り方～生徒会活動，
学校行事に向けた話合い活動を通して～

学級活動と生徒会活動，学校行事の関連付けを図りながら，集団としての意見をまとめる話合い活動及び，話合い
における決定事項の実践を通して，望ましい集団づくりの在り方を明らかにしようとする取組をしています。

青森県 青森市立浦町中学校
生徒一人一人が考え表現し合うための指導法
の研究～言語活動の充実を通して～

各教科の目標に含まれる「思考力・判断力・表現力等」を解決すべき課題に応じて適切に活用できる生徒の育成を
目指し，国語科と他教科が連携した言語活動の在り方や適切な指導方法，さらには教員の指導力の向上等に取り
組んでいます。

宮城県 気仙沼市立新月中学校
確かな学力を身に付けさせる指導の在り方～
言語活動の充実を取り入れた「授業づくり」を
とおして～

生徒一人一人に確かな学力，特に「思考力・判断力・表現力等」を身に付けさせるために，基礎的・基本的な知識・
技能の確実な習得を図る指導，各教科等の授業だけでなく学校行事等も含めた学校教育全体での言語活動の充
実に取り組んでいます。

京都府
京都教育大学附属京都小
中学校

生徒一人一人の認知促進に着目した論理的
思考力育成プログラムの開発

論的思考力の育成に向けて，分類，相関性，モデル化などの思考形式を規定し，その思考形式の獲得と生徒の認
知的発達の促進の関係を明らかにします。1つの教科にとどまらず，複数の教科における取組を通して，効果的な
論理的思考力の育成のプロセスを提案しています。

熊本県
熊本大学教育学部附属中
学校

「未来を拓く思考力・判断力・表現力」の育成
～「論理的思考モデル」を活かした指導と評価
を通して～

これからの社会で生きていくために必要な「未来を拓く思考力・判断力・表現力」の育成を目指しています。全教科
の共通実践事項として，生徒の「思考」を「主張，根拠，理由付け」の3つの要素をもとに視覚化・構造化した「論理的
思考モデル」を作成して授業を行い，生徒の思考の質を高めるための教科を超えた効果的・効率的な指導・評価の
あり方を研究しています。

徳島県 徳島市助任小学校
よりよい自分や生活の創造に向かう子どもの
育成をめざして

総合的な学習の時間における地域の素材を生かした系統的なカリキュラムを編成するとともに，思考力の育成に向
けて，思考ツールを活用した学習活動の進め方などについて研究しています。

横浜市 横浜市立戸部小学校
「自ら学びを創りだす子どもの育成」～単元づ
くり・授業づくりのあり方とその評価を通して～

授業における子どもの姿を通して，総合的な学習の時間で育てたい資質や能力及び態度を設定し直すとともに，実
際の授業を質的に高め，子どもが本気で学ぶ教師の「しかけ」について研究しています。

福島県 郡山市立富田小学校
「将来にわたり，自らの生命・安全を確かに守
る力を培う思考力，判断力，行動力の育成」

総合的な学習の時間において，防災に関する教育や放射線に関わる学習を位置付けたカリキュラムを創造すると
ともに，ふるさとの復興に向けて地域の未来を担う人材を育成するカリキュラムの在り方について研究しています。

三重県 鈴鹿市立創徳中学校

横断的・総合的な教育活動を通して自己肯定
感を育むとともに，主体的に課題を見つけた
り，体験をしたりして自らの在り方・生き方を見
つけようとする。

子どもが探究的に学ぶ総合的な学習の時間のカリキュラムを編成するとともに，子ども同士が互いに力を合わせ学
び合う中で，互いのよさや自らのよさを実感していく学習活動の在り方を研究しています。

鳥取県 鳥取市立福部中学校
思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美しく）
を高めていく生徒の育成～総合的な学習の時
間の探究的な学習を通して～

地域の素材を活かした３年間の系統的な単元構想を確立するとともに，総合的な学習の時間の探究活動の質を高
め，思考ツールを開発・活用することで思考力を中心に育成することを研究しています。また，教科学習と総合的な
学習の時間の相互作用も図りながら，各教科等で求められる思考力の育成に取り組んでいます。

大分県 大分県立森高等学校
確かな知識に基づく思考力と場に応じた表現
力の育成―新聞を利用した学習活動を通して
―

総合的な学習の時間において，新聞を読み解きながら実社会の出来事の関心をもつとともに，新聞記事を有効に
活用したカリキュラム編成と互いに学び合う学習活動の進め方について研究しています。

茨城県
学校法人霞ヶ浦学園つく
ば国際大学東風高等学校

思春期の自分を通して「人間」について探究す
ることによる，主体的・協同的態度の育成のた
めの指導法の確立

確かな学力の向上に向けて，総合的な学習の時間でインプットした情報をアウトプットすることを重視し，そのための
発表会，プレゼンテーション，グループディスカッションなどを積極的に取り入れることを研究しています。

徳島県 鳴門教育大学附属中学校
思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業の創造
－言語活動の充実と観点別学習状況評価を
生かした指導を通して－

社会科学習における言語活動の構造化を図り，学習の過程を「Ｚ型」のワークシートに示すという方法を開発するこ
とで，生徒自身の学習の振り返りを容易にし，思考力・判断力・表現力の育成と評価を効果的に行うことを目指した
取組をしています。

愛媛県
愛媛大学教育学部附属中
学校

社会的な見方や考え方を広く深く成長させる
学習指導の工夫（公民的分野を中心に）

①問題解決的な学習を展開する中で質の高い「問い」を立てる工夫，②「定型文」や「表」を用いて思考・判断した結
果を表現させる工夫などを通して，社会的な見方や考え方を成長させる指導方法の開発を目指した取組をしていま
す。

２
月
５
日

（
火

）

教育課程（中学校　保健体育）

教育課程（中学校　教科
横断的な思考力・判断
力・表現力）

教育課程（小・中・高　総
合的な学習の時間）

教育課程（中学校　社会）



石川県
金沢大学人間社会学域学
校教育学類附属中学校

多面的・多角的に考察する力を育む指導と評
価

社会的事象の認識をいかに深めるかを，①多面的・多角的な考察，②思考過程や結果の共有，③形成的評価によ
るフィードバック　により達成できるとの仮説を立て，このうちの①を中心にその効果を検証しようと取り組んでいま
す。

神奈川県
横浜国立大学附属横浜中
学校

言語活動の充実を軸に思考力・判断力・表現
力等を育成する学習指導と評価

美術科の授業において「発想や構想の能力」及び「鑑賞の能力」を育成するために，言語活動と教科目標や指導事
項，年間指導計画での位置付けなどとの関連を明確にし，効果的な指導を行うための言語活動の充実について研
究しています。

沖縄県
琉球大学教育学部附属中
学校

美術科における主題を生成，構想する力の育
成－言語活動の充実を図る指導の工夫を通し
て－

「美術科における主題の生成，構想する力の育成」を研究主題に位置付け，アニメーションの共同制作を通して，制
作の過程において思いや考えを説明し合ったりするなどの言語活動の充実を図り，思考力・判断力，表現力等の育
成を目指した研究をしています。

教育課程（中学校　理科）

島根県 出雲市立河南中学校

技術･家庭科(技術分野)における思考力･判断
力･表現力等を高めるための学習指導の工
夫･改善～技術を適切に評価し，活用する能
力の育成を目指した学習指導を通して～

全ての内容で計画的に「技術を評価し活用する能力」を育成することを目指した研究をしています。各内容の技術
の評価・活用の場面で取り上げる技術，評価する側面，活用する場面等の在り方とともに，思考を広げる・深める言
語活動についても検討しています。

熊本県
熊本大学教育学部附属中
学校

生活を工夫し創造する能力の指導と評価－技
術を評価し活用する能力の育成を目指す指導
と評価－

「技術を評価し活用する能力」を育成するための言語活動及び評価を中心とした研究をしています。評価・活用する
ための課題を明確化する指導方法とともに，ワークシート等の工夫による言語活動の充実と適切な評価についても
検討しています。

島根県 出雲市立河南中学校
技術･家庭科(家庭分野)における思考力･判断
力･表現力等を育むための学習指導の工夫～
問題解決的な学習の指導を通して～

「食生活についての課題と実践」など，「生活を工夫し創造する能力」を育成するための教材の工夫，問題解決的な
学習の指導方法及び評価方法の工夫について研究しています。

神奈川県
横浜国立大学教育人間科
学部附属横浜中学校

言語活動の充実を軸に「学力の３要素」を育
成する学習指導の在り方

「生活の課題と実践」や「環境に配慮した消費生活の工夫と実践」における問題解決的な学習を通して，言語活動
の充実を図り，思考力・判断力・表現力等を育成する学習指導の在り方についての研究をしています。

熊本県
熊本大学教育学部附属中
学校

生活を工夫し創造する能力を育む指導と評価
～自己評価力の向上を目指して～

「衣生活についての生活の課題と実践」について，生活を工夫し創造する能力や実践的な態度を育成するための具
体的な指導方法，自己評価力の向上を図るための指導方法やワークシートの工夫について研究しています。

東京都
東京学芸大学附属世田谷
中学校

内容的にまとまりのある文章を書く能力の育
成－既習語彙等の活用を中心とした指導の工
夫改善－

語彙などの既習事項については，繰り返しスパイラルに活用させながら一層の定着を図ることが求められています
が，「書くこと」において課題となっている「まとまりのある文章」を書く能力を育成することに絡めて工夫改善を図っ
ています。

広島県
府中町立府中緑ケ丘中学
校

つながりのある文章を書く能力を育成するた
めの指導のあり方～多様な指導形態を生かし
た指導法の工夫をとおして～

対象とする「つながりのある文章」を書く能力は，「特定の課題に関する調査」（H22）において課題を整理した部分で
あり，それを指導形態を工夫することで育成していこうとしています。

岩手県 盛岡市立下橋中学校
「活用」の場面を意識した学びの創造～「問
い」を促すノートの質的改善を通して～

習得（既習）事項を明確にした年間指導計画を作成し，「問い」を促す働きかけを工夫するとともに，生徒が課題意
識をもち，自らの思考を深めることのできるノートの使い方や質的改善などについて全校的に取り組んでいます。

奈良県 奈良市立都南中学校
生徒の学習意欲を喚起する取組～グループ
学習の充実による学習意欲の向上・基礎基本
の定着～

グループ学習を中心として言語活動の充実を図ることから学習意欲の向上・基礎基本の定着を目指しています。学
校全体や学年毎に研究授業・協議を実施し，授業の在り方を探るとともにグループ学習の効果を考察しています。

教育課程（小・中・高　総合的な
学習の時間）

分科会 都道府県名 発表指定校・地域名 研究主題 研究のポイント

福島県 白河市立白河第一小学校
学習意欲の育成～学び合いを通して思考力・
判断力・表現力が高まり，自己の変容が実感
できる授業のあり方～

思考力を具体化するとともに，思考力をはぐくむ学び合いの在り方や学び合いを通して自己の変容を実感できる方
法を工夫することで，学習意欲の高まりに向けた実践研究を進めています。

茨城県 高萩市立高萩小学校

実生活で生きてはたらく，思考力・判断力・表
現力を育成する教育活動の在り方－国語科を
中核とした生活科，理科における言語活動の
充実を通して－

書くことの指導の工夫についての研究成果を，生活科，理科など，他教科にも波及させ，各教科等における言語活
動の充実を図っています。子どもたちの主体的な思考を促す指導過程を工夫し，確かに表現し，交流する授業改善
を目指しています。教育課程（小学校　教科

横断的な思考力・判断

開催区分

午
後

※終日開催のため，午前をご参照ください。

※終日開催のため，午前をご参照ください。

教育課程（中学校　技術・
家庭［技術］）

教育課程（中学校　技術・
家庭［家庭］）

教育課程（中学校　外国語）

教育課程（中学校　教科横断）

教育課程（中学校　美術）



東京都 町田市立鶴川第二小学校
論理的思考力・判断力・表現力を育てる学習
指導過程－言語を充実した指導法の工夫－

思考力・判断力・表現力のうち，特に思考力，具体的には論理的思考力を音楽，国語，算数，理科の４教科で育成
する具体的な方略を研究しています。

横浜市 横浜市立白幡小学校
研究主題「学ぶ意欲・考える力を育む，豊かな
学び合いの創造」～思考力・判断力・表現力
育成のシステム化による学力の向上～

言語に関する能力の確かな育成を基盤に，各教科等における言語活動を充実させ，子どもたちに思考力・判断力・
表現力等を育んでいます。主体的な課題解決の過程を位置付けた授業改善に全校を挙げて取り組み，大きな成果
を上げています。

神奈川県
神奈川県立小田原高等学
校(定時制)

思考力･判断力･表現力の育成を通して効果
的に社会性と生活力を育む実践研究

多様な生徒が在籍している定時制高等学校において，学校の目標を明確にし，思考力・判断力・表現力の育成を目
指した，教育課程の工夫や，各教科等の指導の改善に取り組んでいます。

岡山県
岡山県立落合高等学校・
岡山県立真庭高等学校
（落合校地）

「総合的な学習の時間」を核としながら各教科
での指導とつながりをもった探究的活動の充
実を図る～生きる力としての思考力･判断力･
表現力の育成～

総合的な学習の時間における探究プロセスの「整理･分析」過程を重視して実践することで思考力を育成するととも
に，思考力を育成する思考ツールを開発し，授業における思考ツールの活用について研究しています。

青森県 今別町立今別中学校

生徒が地域の伝統芸能「荒馬（あらま）」に関
する学習課題を設定し，それを解決するため
の探究的，体験的な学習活動を通して，地域
の伝統や文化についての理解を深めさせ，尊
重する態度を身に付けさせるとともに，自分自
身の生活の在り方について考えさせるための
効果的な指導方法を明らかにする。

地域に伝わる伝統芸能である「荒馬」に関する学習課題を設定し，それを解決するための探究的・体験的な学習活
動を通して，総合的な学習の時間や道徳のねらいの実現に資するとともに，それらと各教科との関わりなどについ
て研究しています。

宮城県 大河原町立大河原小学校
我が国の伝統文化を尊重する児童を育てる指
導の在り方～人とのかかわりを大切にした学
習活動を通して～

人とのかかわりを大切にした学習活動を通して，我が国の伝統文化を尊重する児童を育てる指導の在り方を，各教
科や道徳，総合的な学習の時間などにおいて研究しています。地域の方の支援による体験的な授業を主に，伝統
文化を尊重する児童を育てています。

滋賀県 長浜市立伊香具小学校
郷土や日本を愛する心を育て，社会の中でよ
り豊かに生きていく力を培い，道徳性の育成を
図る

豊かなコミュニケーション能力，伝統文化を継承しようとする意欲や態度，人間としてよりよく生きようとする道徳性を
養うことを目指して，地域の自然，歴史，伝統文化とのかかわりや人々との交流などの取組を行っています。

山口県 山口県立萩商工高等学校

郷土の伝統である萩焼や萩ガラスの実地的な
調査・研究を通して伝統文化への理解を深
め，郷土に対する愛着を育てるとともに，地域
社会へ貢献する姿勢について学ぶ。また萩焼
きの情報発信についての研究を通じて，情報
活用・発信能力を育成し，郷土に対するより深
い理解の促進に努める。

地域と連携し，郷土の伝統である萩焼や萩ガラスの実地的な調査や研究の成果をWebサイトの作成によりまとめた
り，発信したりすることを通して，伝統や文化への理解を深め，地域社会へ貢献する態度を育成することを目指した
授業を実践しています。

仙台市 仙台市立湯元小学校
伝統文化教育に関する指導とその評価方法
についての実践研究～「湯元の田植踊」の伝
承活動を通して～

地域を理解し，郷土愛を育むために，生活科及び総合的な学習の時間の教材として，郷土の伝統芸能である「湯元
の田植踊」を活用して，地域との関わりに関心をもたせたり，自己の生き方を考えさせたりする学習を行っていま
す。

徳島県 上勝町立上勝小学校
ふるさとを愛し，未来を拓く上勝っ子～かかわ
り合い，伝え合い，高め合おうとする子どもの
育成をめざして～

地域の「ひと・もの・こと」や仲間との「かかわり合い」を重視する体験学習「彩りタイム」などを通して，自己表現力や
コミュニケーション力を高めるとともに，ふるさとのよさを理解する子どもを育てようとしています。

佐賀県
唐津市立馬渡小学校・中
学校

小規模学級のデメリットをメリットに変える，指
導方法の工夫改善についての実践的研究

人間関係の固定化などの離島へき地・小規模校のデメリットをメリットに変えることを目的に，小・中で連携しなが
ら，一人一人が活躍できる学びあい活動の場の設定と適切な指導，さらにその活動を支える学習規範等について
研究・実践しています。

北海道 北海道函館水産高等学校
ＰＤＣＡサイクルを運用した効果的なカリキュラ
ム・マネジメントに関する実践研究～職場や地
域で必要とされる人を育てるために～

キャリア教育・職業教育の視点から，「専門知識」，「基礎学力」，「人間性・基本的な生活習慣」，「社会人基礎力」育
成に必要な系統的・計画的なカリキュラムの編成に向けたPDCAサイクルを運用した取組について研究を行ってい
ます。

新潟市 新潟市立白新中学校
「未来を切り拓(ひら)く確かな力」を育む教育課
程～協同的‘検討’を重視したカリキュラムマ
ネジメントによる学校づくりを目指して～

教育課程改善のPDCAサイクルのうち，特にそのCheck場面をStudy場面と置き換えて焦点化し，そこに学校組織外
の人材を活用するとともに，協同的な対話をもってその充実を図り，もってそのサイクルを有機的に機能させようとし
た取組をしています。

教育課程（中学校　特定
の事項　国語）

山口県 下関市立川中中学校
書く力，計算する力を高める指導方法と評価
に関する実践研究～学力調査を生かした授業
改善～

全国学力・学習状況調査の結果から，書く能力の向上を目指して研究を進めています。具体的には，全学年を対象
に本年度の調査問題を実施し，定期テストで類似問題を出題することでその変化を検証しています。授業アイディア
例も作成予定です。

教育課程（中学校　特定
の事項　数学）

山口県 下関市立川中中学校
書く力，計算する力を高める指導方法と評価
に関する実践研究～学力調査を生かした授業
改善～

全国学力・学習状況調査の結果から，計算する力の向上を目指して研究を進めています。具体的には，各学年とも
基本的な計算への取組を充実させるとともに，日常生活で数学を活用する場面を取り上げ，立式，計算，解釈の一
連の活動を通して，学力の定着及び向上を目指しています。

教育課程（小・中　へき地教育）

教育課程（中・高　カリ
キュラムマネジメント）

午
前

横断的な思考力 判断
力・表現力）

教育課程（高等学校　教
科横断的な思考力・判断
力・表現力）

教育課程（小・中・高　伝
統文化教育）

２
月
６
日

（
水

）



教育課程（小学校　特定
の事項　国語）

福岡県 那珂川町立岩戸小学校
気づきを「知」につなぐ学びの教育課程と授業
の改善～ 国語科「解釈と説明」と算数科「倍概
念（割合）」の学びの”連続カリキュラム” ～

全国学力・学習状況調査の結果から浮かび上がった小学校国語及び算数の課題の解決を目指し，学校全体で授
業を通した研究実践の成果等を発表します。国語は，「解釈・説明」をキーワードにした取組をしています。

教育課程（小学校　特定
の事項　算数）

福岡県 那珂川町立岩戸小学校
気づきを「知」につなぐ学びの教育課程と授業
の改善～ 国語科「解釈と説明」と算数科「倍概
念（割合）」の学びの”連続カリキュラム” ～

全国学力・学習状況調査の結果から浮かび上がった小学校国語及び算数の課題の解決を目指し，学校全体で授
業を通した研究実践の成果等を発表します。算数は，「倍概念（割合）」をキーワードにした取組をしています。

千葉県 八千代市立高津中学校
確かな学力と豊かな心をはぐくむ授業づくり～
３年間を見通した評価規準づくりと評価方法の
改善を通して～

キャリア教育の視点を取り入れた，各教科の学習評価の工夫に取り組んでいます。「人間関係形成・社会形成能
力」と「課題対応能力」から望ましい生徒像をイメージし，各教科の「関心・意欲・態度」，「思考・判断・表現」の評価と
の関連性を提案しています。

北海道
北海道教育大学附属函館
中学校

言語活動を通した思考力・判断力・表現力の
評価についての組織的な取組

平成20年度以降取り組んできた言語活動の組織的な指導の研究実績を基盤に，このうち特に思考力，判断力，表
現力に焦点を当て，その組織的な評価の在り方について研究し，「指導と評価の一体化」を図ろうとした取組をして
います。

埼玉県
埼玉大学教育学部附属中
学校

言語活動を通した思考力・判断力・表現力の
育成～思考力・判断力・表現力を高める指導
と評価の在り方～

理科では，主に１分野の学習内容に焦点をあて，毎時間の指導 計画に評価規準を位置付けて作成し，「科学的な
思考・表現」の 評価場面の重点化を図る取組をしています。さらに，習得した知 識・技能を活用して課題を解決す
る「探究的な学習活動」を指導 計画に位置付けることで，指導と評価の工夫改善を図っています。体育分野では，
「武道（剣道）」「球技」「ダンス」の領域で，主に「運動についての思考・判断」の評価規準の設定や評価材料の収
集，実現状況の判断の仕方に取り組んでいます。保健分野では，健康・安全に関する知識を活用する学習活動を
取り入れ，思考力・判断力等の育成を目指した指導方法や「健康・安全についての思考・判断」の評価を工夫した研
究に取り組んでいます。

北海道 北海道紋別高等学校
主体的に学習に取り組む態度の育成を図る効
果的・効率的な学習評価の在り方

主体的に学習する態度を育てるためには，評価を改善する必要があることを全体で確認し，特に関心・意欲・態度
の評価に焦点を当て，その趣旨を踏まえた実際的な評価を研究しています。同時に，主体的に学習する態度を育て
るための指導の改善を積極的に行なっています。

茨城県
茨城県立太田第一高等学
校

観点別学習状況の評価の４観点による言語
活動の評価の在り方～ディベートを取り入れ
た指導を通して～

日々の授業にディベートの要素を取り入れた言語活動を設定することで４技能を統合的に活用できる能力を育成す
るとともに，「ディベート到達度目標リスト」を作成し，目標の達成度を検証するためのタスク及び評価規準の開発を
行っています。

分科会 都道府県名 発表指定校・地域名 研究主題 研究のポイント

群馬県 群馬県立富岡東高等学校
「国語における学び合いの実践」－思考力・判
断力・表現力を高めるためのグループ学習の
工夫・改善－

「国語における学び合いの実践」を研究のテーマとし，グループ学習を取り入れ，思考力・判断力・表現力及び主体
的に学習に取り組む態度を育成するための授業改善を進めています。

長崎県 長崎県立対馬高等学校

「話すこと・聞くこと」の領域における言語活動
の活性化による，「伝え合う力や，自ら考え，
表現し，問題を解決する力」の向上に関する
研究

「話すこと・聞くこと」の指導の工夫・改善を行い，育成した言語能力を言語活動に生かし，思考力・判断力・表現力
を育成するとともに，言語の運用能力を高める取組を展開しています。

教育課程（高等学校　芸
術【書道】）

北海道 北海道松前高等学校
書の伝統と文化についての理解を深め，表現
と鑑賞の能力を高める指導と評価の在り方に
関する研究

函館美術館での鑑賞活動や国語科との連携を通して,言語活動の充実を図り,書の表現の多様性を理解させ,書の
伝統と文化に根差した表現力を育成しようとする実践をしています。

北海道 北海道岩見沢東高等学校
多様な場面における言語活動の充実を図り，
英語で情報や考えなどを適切に伝える発信力
育成のための研究

文法訳読方式から完全に脱却し，生徒の言語活動を充実させ，４技能の統合的な指導を通して英語で積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする態度や発信力を育成しています。全て英語で行う授業を通して，外部試験等の成績
も向上しています。

佐賀県 佐賀県立武雄高等学校
４技能を統合的に活用した言語活動中心の授
業による英語のコミュニケーション能力育成の
ための調査研究

英文理解中心の授業を改め，４技能をバランスよく指導し，英語によるコミュニケーション能力の育成を図っていま
す。外国語科全体がチームとなり，CAN-DOリストによる目標の明確化や「外国語表現の能力」の評価について研
究を進めています。

奈良県 奈良県立五條高等学校
生活を創造する力を身に付けた生徒を育てる
ための指導方法の研究

人の一生と各ライフステージの生活課題とを関連付け，知識と技術の定着を図る指導計画の工夫をしています。ま
た，生徒のコミュニケーション能力を高め，行動変容を伴う題材や指導方法の工夫もしています。

広島県
学校法人呉武田学園呉港
高等学校

「子どもの健やかな発達を支える親や社会の
役割を認識し,　子どもとかかわるコミュニケー
ション能力を高める実践的研究」

効果的に子どもと関わる力を身に付けさせる保育体験実習の工夫をしています。また，保育の重要性などについて
の生徒の認識力を向上させ，行動変容を伴う指導方法の工夫（男子校における育メンプロジェクト）もしています。

学習評価（中学校）
午
後

学習評価（高等学校）

午
前

教育課程（高等学校　国語）

教育課程（高等学校　外国語）

教育課程（高等学校　家
庭【普通 専門】）

開催区分



茨城県
茨城県立水戸第三高等学
校

衣食住やヒューマンサービス等への関心を高
め，より専門的な学習への意欲を高めるととも
に，高度な知識・技術を習得する。さらに，家
庭や地域における食育の推進に努め，食育の
意義と食育推進活動に寄与する能力と態度を
育てるとともに上級学校への進学を目指す。

生徒の進路や資格取得に対応した教育課程の工夫・改善をしています。また，専門科目における，思考力・判断
力・表現力を高めるための効果的な指導の工夫（言語活動の充実）もしています。

教育課程（高等学校　保健体育） 高知県 高知県立高知西高等学校
「 新学習指導要領の趣旨を具現化するため
の指導方法の改善 」

科目体育では，「体つくり運動」「体育理論」の領域の入学年次の指導法の研究に取り組んでいます。学習資料や学
習カード，単元の指導の展開を工夫し，技能，態度，知識，思考判断の内容をバランスよく指導しています。科目保
健では，新学習指導要領で充実して示された「(1)現代社会と健康」の「ア　健康の考え方」について，指導内容を明
確にし，生徒が主体的に学習できるように指導方法を工夫した取組を行っています。

三重県
三重県立四日市商業高等
学校

「総合実践」における言語活動を充実するため
の指導方法等の研究～コミュニケーション能
力やプレゼンテーション能力の育成を重視して
～

生徒にとって身近な教材を取り上げたケースメソッド教育やワールドカフェの手法を用いてディスカッションを取り入
れた言語活動の充実について研究を進め，生徒の思考力・判断力・表現力やコミュニケーション能力などを育成す
る指導を展開しています。

長崎県
長崎県立島原商業高等学
校

地域に求められるビジネス教育を目指し，ビジ
ネスの「知識・技術」と「実践力」を育成するた
めの指導に関する研究

空き店舗による販売実習「島商ップ」をクラス全体で実施したときの課題の洗い出しと解決方策，言語活動を組み合
わせることによる販売実習の質の改善とそのための教材，商品開発に関する指導方法と教材の開発などについて
研究を進め，実学の視点に立った実践的な指導を展開しています。

兵庫県 兵庫県立明石北高等学校
地域史から全体の歴史に迫る授業を通して，
生徒の歴史的思考力を高める。

地理歴史科諸科目間の連携を重視した歴史教材を開発し，資料の活用を通して歴史的思考力の育成を目指す取
組をしています。地理歴史科教師が協力して教材開発や評価活動に取り組むことできめ細かな指導が可能になり，
生徒の学びの姿の変容を把握するものとなっています。

広島県
広島県立呉三津田高等学
校

諸資料を活用する世界史学習の研究～日本
史との関連を重視した単元の事例を通して～

今次改訂の柱である，科目相互の関連の重視に関する取組をしています。世界史Ａと日本史Ａの年間指導計画や
授業計画の関連付けを図り，同一資料を日本史，世界史双方の文脈から捉えようとするなど，多面的・多角的な考
察を促す取組ともなっています。

青森県
青森県立五所川原農林高
等学校

学習に取り組む主体的な態度や合理的な思
考及び倫理的な姿勢を身に付けた，将来の地
域を支える人間性豊かな職業人を育成するた
めの科目横断的な学習活動の工夫・改善

科目横断的な学習活動として，「街づくり五農農業会社（仮想）」を設立し，「農業の６次産業化」について学習すると
ともに，農場全体を活用した「グリーンツーリズム」を地域産業界と連携・協働し実践しています。

三重県
三重県立久居農林高等学
校

「総合実習」「課題研究」における生徒の表現
力，コミュニケーション能力を育成するための
指導方法等の研究

生徒の思考力，判断力，表現力やコミュニケーション能力を育む活動として「わくわく農林塾」や勤労観・職業観を育
成する「日本版デュアルシステム」に取り組み，地域産業・地域農業の担い手育成を目指しています。

群馬県
群馬県立太田工業高等学
校

「工業教育における言語活動の充実」－日々
の学習活動において言語活動を充実させるた
めの指導方法等の工夫改善－

　工業教育における言語活動の充実を図るため，「機械工作」，「電気基礎」の授業 において，ワークシート等を活
用したグループ学習に取り組み，生徒同士が意見を 交換しながら課題を解決する探究活動を実践しています。そ
の結果，主体的に授業 に取り組む生徒が増加しています。

山梨県
山梨県立谷村工業高等学
校

新しい高等学校学習指導要領の改訂の趣旨
の一つである将来の地域産業を担う人材の育
成という観点から，以前より推進してきた地域
産業界等との連携や交流による実践的教育，
外部人材を活用した授業内容の工夫と改善，
実践力・コミュニケーション力・社会への適応
能力等の育成を図るための職業に関する実
習科目の学習内容のテーマ及び評価の研究
を行う。

地域産業界のニーズに応えた産業人材を育成するため，地域産業界，関係機関，大学等との連携強化を図り，「も
のづくり人材育成」に関する産学官のコンソーシアムを構築し，各学科別研究協議会の開催，企業ニーズに沿った
実習・課題研究の「指導方法改善シート」の作成，企業技術者などによる実践的指導を受けるなどの取組を実践し
ています。

福岡県 福岡県立筑紫高等学校
ＰＩＳＡ型読解力の向上を図る指導法の研究～
教科横断的な言語活動の充実を通して～

それぞれの教科で，どのような言語活動を行なえば効果的かを検討し，実施可能なところから確実に実施していま
す。また，始業前の時間を利用して新聞の社説を読み，100字程度で自分の考えを書く取組を続け効果を高めてい
ます。

熊本県 熊本県立湧心館高等学校

「生徒理解を深め，生徒の自尊感情を育み，
社会自立及び社会貢献できる人材の育成」～
生徒の自尊感情とコミュニケーション能力の育
成に関する研究～

生活体験作文発表会や文化祭等の行事において，発表生徒へのメッセージカードを導入している。級友から認めら
れることが自尊感情の向上につながっています。教師が連携協力し，コミュニケーション能力を高めることをねらい
とする授業づくりに取り組んでいます。

教育課程（高等学校　工業）

教育課程（高等学校　教科横断）

午
後

庭【普通・専門】）

教育課程（高等学校　商業）

教育課程（高等学校　地理歴史）

教育課程（高等学校　農業）

２
月
７
日

（
木

）


