
 
平成 28 年度研究成果報告書《平成 28 年度教育課程研究指定校事業》         【継続】 
都道府県・ 

指定都市番号 
２ 

都道府県・ 

指定都市名 
青森県 

研究課題番号・校種名 ２ 中学校 
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研究課題 

 

学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査から，学習指導要領

の趣旨等を実現するための教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究 

○協同的に学び合うことで，探究のプロセス（課題の設定→情報収集→整理・分析→

まとめ・表現）の充実を実現する指導計画及び指導方法等の研究 

指定年度 平成 27年度～平成 28年度 

学 E

ふ り

AAE校名 E

が な

A（生徒数） AE今別 E

いまべつ

AA E町立 E

ちょうりつ

AAE今別 E

いまべつ

AA E中学校 E

ちゅうがっこう

A （44人） 

所在地（電話番号） 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎 108番 2 (0174-35-3130) 

研究内容等掲載ウェブサイト URL なし 

研究のキーワード ・協同的な学習  ・郷土芸能  ・地域活性化  ・地域産業   

研究結果のポイント 

○探究の各プロセスで協同的な学習を積極的に取り入れたことにより，生徒の話合い活動への意

欲の向上に確実につながっている。 

○町の行事への参加率が向上している。また，地域や社会への関心も高まっている。 

○生徒個々にとって切実感のある課題設定により，生徒の探究の意欲が増した。 

○今別町長への探究活動成果報告会等の学習活動を通して，「地域を大切にしようとする気持ち

を持つ」ことにつながった。 

○全国学力・学習状況調査の経年比較では，国語・数学ともに２年連続で前の年度よりも向上し

ている。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

探究のプロセスにおける協同的な学習の充実と，探究活動と体験活動を関連付けたカリキュラム

編成の在り方について 

（２）研究主題設定の理由 

本校生徒は，地域の過疎化の進展に伴う対人関係の固定化・希薄化により，社会的生活経験が乏

しい現状にある。よって，「豊かな人間性の育成」が学校課題の一つであると捉えている。このこ

とを踏まえ，地域の特性を生かした活動及び地域人材の活用等により，様々な人たちと触れ合いな

がら学習できるよう教育課程を編成している。特に，地域の郷土芸能である「荒馬（あらま）」は，

今別町の各地区で演じられ，保育園や小学校でも取り組んでいることから，その郷土芸能を学校教

育において効果的に活用することが有効であると考える。そこで本校では，総合的な学習の時間を

ChallengeTime(以下 CT)と称し，伝統芸能「荒馬」への取組を核としながら，郷土に誇りを持ち，

たくましく未来を切り拓いていく生徒の育成を図ることを目標に掲げて取り組むこととした。 

平成 26 年度は，探究活動を充実させるための学年に応じた課題設定，協同的な学習及び自らの

生き方を考えさせるための効果的な指導の在り方について研究した。課題設定の工夫により，生徒

個々の課題が明確化し，学習の見通しを持てたことや，協同的な学習によって生徒の考えが広がり，

探究活動が深まるという成果があった。しかし，個の学習が中心であることや，体験活動と探究活

動が結び付かないという課題が出てきた。 

平成 27 年度は，探究活動の中に，意図的に協同的な学習を取り入れることで活動の充実を図っ

た。また，３年間を貫く大テーマを「今別町」とし，１学年は「荒馬」，２学年は「地域の産業」，

３学年は「地域活性化」と設定した。しかし，２・３学年のテーマが，体験活動との結び付きが難

しいという課題が残った。 

 このようなことから，平成 28 年度は，協同的な学習をこれまで以上に充実させることや，探究

活動と体験活動のより一層の関連付けを図ることについて研究することとした。 



 
（３）研究体制 

 ①「総合的な学習の時間推進委員会」において，年間の指導計画を検討する。 

 ②郷土芸能「荒馬」の継承，体験，発表活動においては，総合的な学習の時間主担当教諭（以下

「総合主担」とする。）が「今別中荒馬」の指導の中心となり，地元の「今別荒馬保存会」の

指導を受けながら，全教師が「太鼓」「笛」「馬」「手綱取り」「跳ね人」の５グループに分けて

指導する。 
 ③生徒がグループで学習課題を設定して行う探究活動（課題の設定→情報収集→整理・分析→ 

まとめ・表現）においては，総合主担が作成した活動計画に従って，学年ごとに学年の教師全

員が探究活動の指導に当たる。また総合主担は，各学年の学習の経過や取組状況を確認し，必

要な指導や，連絡・調整を検討する。 
（４）２年間の主な取組 

年度 生徒の取組 教師の取組 

平

成

27

年

度 

６月 オリエンテーション 

７月 探究活動の開始(１２月まで週１～２時間) 

  荒馬の体験活動開始(１０月まで計 10 時間) 

  第１学年，青森市での職場訪問 

第２学年，青森市での五日間の職場体験 

１０月 「いまべつ秋まつり」と文化祭で荒馬の演技発表 

１１月 探究活動の中間発表(学年ごと) 

１２月 探究活動の最終発表(学年交流) 

５月 研究主題や研究内容の説明 

６月 課題設定の方法についての説明・協議 

８月 設定課題の掌握と学習の進捗状況の確認 

   課題設定の方法の成果と課題の協議 

   情報収集，整理・分析，まとめ・表現についての協議 

９月 研究授業(課題設定場面) 

指導助言 文部科学省 田村学視学官 

１２月 成果と課題の整理，協議 

２月 今年度のまとめと次年度の計画作成 

平

成

28

年

度 

４月 第３学年，東京でのインタビュー＋PR 活動（本

年度の探究活動につなげるための事前活動） 

６月 オリエンテーション 

７月 探究活動の開始(12 月まで週１～２時間) 

  荒馬の体験活動開始(11 月まで計 10 時間) 

  第２学年，近隣市町村での５日間の職場体験 

９月 第１学年，今別町での職場訪問 

１０月 「いまべつ秋まつり」と文化祭で荒馬の演技発表 

１１月 県中文祭での荒馬の演技発表 

探究活動の中間発表(学年ごと) 

１２月 探究活動の最終発表(学年交流) 

   第３学年，今別町町長への探究活動成果発表会 

４月 青森県教育庁指導主事を招いての校内研修 

５月 研究主題や研究内容の説明 

６月 課題設定の方法についての説明・協議 

７月 校内見せ合い授業(各学年 CT 課題設定場面) 

８月 設定課題の掌握と学習の進捗状況の確認 

   課題設定の方法の成果と課題の協議 

   情報収集，整理・分析，まとめ・表現についての協議 

９月 研究授業(課題設定場面) 

指導助言 文部科学省 田村学視学官 

１１月 中間発表会・最終発表会についての検討 

１２月 成果と課題の整理，協議 

２月 今年度のまとめと次年度の計画作成 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
①探究のプロセスにおける協同的な学習 

課題の設定，情報収集，整理・分析，まとめ・表現の各プロセスで，他の生徒と関わって情

報を共有したり，話し合ったりする活動を取り入れることで，探究活動に深まりや広がりを持

たせる。 
②探究活動と体験活動を関連付けたカリキュラム編成 

   探究活動と体験活動の結び付きを強めることで，それぞれの活動を相互に充実させる。 
（２）具体的な研究活動 
①探究のプロセスにおける協同的な学習 

探究活動では，図１のようなテーマを設定し，研究を進め 
た。また，活動に当たっては学年ごとに３～４人のグループ 
を編成し，各学年の中心テーマを受けて班で課題を設定し， 
協同的に探究活動を行うこととした。 

 

図１ 



 
ア 課題の設定 

各学年で，以下のような方法で課題設定を行った。 
１学年 ２学年 ３学年 

・探究活動の班は，人間関係や調査能

力等を総合して教師が設定した。 
・「荒馬」について知っていることを 

ウェビングを用いて書き出し，班で 
共有した。 

・ウェビングシートを基に，疑問に思

ったことや調べてみたいことを個人

で３つ挙げた。 
・個人の疑問を班で共有し，くまでチ

ャートで整理し，班の課題を設定した。 

・職場体験の振り返りと併せて今別町

と青森市の比較を行い，今別のマイ

ナスイメージを KJ 法で出し合う。 
・今別町で頑張っている人の DVD 鑑

賞後，個人課題を設定した。 
・探究活動の班は，個人で設定した課

題が類似している生徒同士で設定し

た。 
・個人課題を基に，課題を絞り込み，

班の課題を設定した。 

・探究活動の班は，人間関係や調査能

力等を総合して教師が設定した。 
・教師から提示された他県や他市町村

の地域活性化に関する情報を基に，

今別町が抱える課題や，今別町をこ

うしたいという意見を班内で KJ 法

を用いて交流し，グルーピングした。 
・班テーマと，そのテーマを達成する

ための課題を設定した。 

     また，課題設定場面について校内見せ合い授業を行い，各学年の協同的な学習の様子や思考

ツールの活用方法について全職員で共通理解する場を設定した。 
イ 情報収集 
 昨年度は，班テーマや班の課題を達成する 
ための小課題を一人の生徒が一つ担当し探究 
していたが，今年度は小課題を全員で探究す 
ることにした(図２)。得られた情報をその時 
間のうちに共有し，その情報を付箋に要約し 
て記入したものを画用紙に貼り付けて教室内 
に掲示することにより，他の班の収集した情 
報も取り入れられるよう工夫した。 
ウ 整理・分析 

   情報の収集で付箋に記入していた情報を並び替えたり，必要な情報を追加記入させたりする

ことにより，個々の考えを深めた。また，他の班との意見交流の場を設け，他の視点からのア

ドバイスを基に考えを深めた。 
エ まとめ・表現 
中間発表会は学年ごとに行った。各班から 1 名ずつ集まって発表グループを作り，その中で

発表し，質疑応答の時間を設けた。発表会終了後，受けた質問やアドバイス，他の班の発表で

参考になったことなどを班に戻って共有し，最終発表に向けて内容の改善を行った。 
最終発表会では，全校生徒 44 名を，各学年が必ず入る構成としたグループを７つ作り，発

表と質疑応答を行った。また発表会終了後，発表内容についての相互評価や探究活動の振り返

りをした。 
これに加えて３年生は，最終発表会後に町役場を訪問し，今別町長への成果報告会を行った。 

②探究活動と体験活動を関連付けたカリキュラム編成 
体験活動では，「２・３学年のテーマが，体験活動との結 

び付きが難しい」という昨年度の課題を踏まえ，図３のよう 
に，体験活動を「荒馬」に絞らずに，以前から行っていた中 
でも地域との関連の深い職場体験や修学旅行に CT の視点を 
追加することで，総合的な学習の時間の体験活動として位置 
づけた。今年度追加（活動内容の見直しを含む）した体験活 
動は，次表のとおりである。 

全校 調理実習での今別町郷土料理の調理体験(地域の方を招聘) 
１学年 今別町内での職場訪問(１日間) 
２学年 近隣市町村での５日間の職場体験 

  

図２ 

 

図３ 



 
３学年 東京でのインタビュー活動と，奥津軽いまべつ駅の PR 活動 

３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

○ ＣＴの探究のプロセスの中で，昨年度よりも積極的に協同的な学習を取り入れたことによ

り，生徒が意欲的に学習に取り組む様子 
が見られた。右のアンケート結果１から 
も，話合い活動への意識の変化がうかが 
える。生徒記述には，「一人で考えてまと 
めるよりもよいものができる」「自分には 
ない意見を知れる」などがあった。また 
他の意見を聞き，自分の考えに取り入れ 
ることで，多くの達成感を得る生徒もい 
た。 

○ アンケート結果２，３の結果にも，事 
前・事後で変容が見られた。これは，今 
年度から体験活動に今別町と関わった内 
容のものを追加したことにより，地域へ 
の関心が高まったからだと考える。地域 
住民との交流が深まったことで，町のた 
めに自分たちが必要とされていることに気付き，そのために何ができるかを真剣に考えるよう

になっている。 
○ 生徒個々にとって切実感のある課題設定により，生徒の探究への意欲が増している。情報の

収集場面では，夏休み中に自主的に町役場にインタビューしに行きたいと申し出る班や，小学

校へのアンケート調査の依頼をし，それを整理・分析やまとめに生かす班もあった。 
○ 今年度初めて行った３学年の「今別町長への成果報告会」では，自分たちが考えたアイディ

アに対して町長や臨席していた方々からの賞賛を得た。また町長が町のことを真剣に考えてい

ることを直接感じ取ることができる機会となった。最終的にこの学びが町の将来のために役立

つという実感を得ると共に，若い力をこれ以上減らしてはいけないということを痛切に感じた

生徒が多くいた。 
○ 全国学力・学習状況調査を経年比較したところ，昨年度実施された国語，数学，理科の全て

で右肩上がりの結果だったが，本年度は国語，数学ともに更に上昇傾向となった。生徒の質問

紙も併せて分析したところ，本校としては協同的な学び合いを積極的に取り入れたことが，こ

の上昇傾向の要因となっていると判断できるという結論に至った。 
（２）今後の取組 

総合的な学習の時間についてのカリキュラムの見直しや改善によって，生徒が確実に変容してい

る様子を目の当たりにし，我々教師も楽しみながら授業を計画し，生徒と共に探究活動や体験活動

に臨むようになっている。そのため，こういった主体的な学びを具体化するため，教師自身も生徒

と共に取り組んでいきたい。 

また「今別町長への成果報告会」は，来年度以降も３学年の生徒のＣＴの締めくくりとして行っ

ていきたいと考えている。生徒の提案が町の大人を動かす力となり，それによって生徒も町の一員

としての当事者意識を高めることができる。今別町についての地域と連携した体験活動と探究活動

を通して，地域の抱える課題を発見し，その解決に向けて真剣に取り組む生徒の育成に今後も励み

たい。 

         アンケート結果１ 
何人かで話し合って課題を解決しまとめる活動は好きである 
 当てはまる どちらかといえばあてはまる 計 
事前 ４８％ ３４％ ８２％ 
事後 ５３％ ４０％ ９３％↑ 

          アンケート結果２ 
今別町の行事に参加している 

 当てはまる どちらかといえばあてはまる 計 
事前 36％ 39％ 75％ 

事後 48％ 43％   91％↑ 

          アンケート結果３ 
地域や社会で起こっている問題や出来事に関心がある 

 当てはまる どちらかといえばあてはまる 計 
事前 18％ 52％ 70％ 

事後 40％ 48％   88％↑ 

 


