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都道府県・ 

指定都市番号 

３３ 都道府県・ 

指定都市名 

岡山県 研究課題番号・校種名 １ 高等学校 

教科名 特別活動 

研究課題 

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関

する実践研究 

本研究は，生徒に身に付けさせたい資質・能力の育成に向け，特別活動を核とし，

全ての教育活動において関連性を持たせ，生徒自身が成長を実感し，教師が生徒の変

容を見とれるような PDCA サイクルの定着と改善を行う。中でも，学校行事「(5) 

勤労生産・奉仕的行事」のうち「就業体験などの職業観の形成や進路の選択決定など

に資する体験」を中核とした行事との系統的な取組と，特別活動の全体計画の見直

し，生徒に身に付けさせたい資質・能力ベースでの指導手法や評価方法についての研

究を行う。また，ホームルーム活動「(3) 学業と進路」に示される諸内容，特に「ア

学ぶことと働くことの意義の理解」において，学習の見通しや振り返りの活動を取り

入れたり実社会・実生活との関わりを踏まえたりすることを重視し，ホームルーム活

動と学校行事の往還，特別活動と商業科・各教科等の往還の明確化を図る。 
指定年度 平成 28年度～平成 29年度 
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所在地（電話番号） 〒708-0004 岡山県津山市山北５３１（0868-22-2421） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL www.tusho.okayama-c.ed.jp 

研究のキーワード 

７つの資質・能力の育成 商業科での学びを基盤としたホームルーム活動・学校行事の充実 

研究結果のポイント 

①状況把握力 ②問題発見力 ③アイデア力 ④チャレンジ力 ⑤企画立案力 ⑥チームワーク力 

⑦プレゼンテーション力・コミュニケーション力の７つの資質・能力の育成に向け，その資質・能力

の実践の場として位置付けた学校行事「津商モール」（販売実習体験）での指導計画，実施，検証を行

った。生徒自身による目標設定，実施，振り返りを実施。教員に計画段階から共通理解を図ることで，

能力・資質育成という意識での，系統立った指導を行い，生徒自身がそれらの資質・能力の必要性と

成長を実感できた。 
○ 効果的な学びを実践するため，諸活動を関連付けることで，身に付ける資質・能力を育成する指

導計画を明確にし，PDCA サイクルの確立を図る。また，発達段階に応じた資質・能力の育成の焦点

化・重点化も検討する。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「津商モール」を柱に商業高校での学びを実践する 

～特別活動を核として商業科及び各教科で取り組む７つの資質・能力の育成～ 

 



 
 

（２）研究主題設定の理由 

（３）研究体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）１年間の主な取組 

平

成

28

年

度 

４月 学力向上委員会及び津商モール検討委員会による全体計画・年間指導計画の作成 

４月 特別活動，各教科，学年団担当部署で全体計画に基づき活動計画を作成 

４月 宿泊研修（1年生）実施 

６月 学校行事「音楽祭」に向けたホームルーム活動での話合い活動，準備 

７月 コミュニケーション講演会，「音楽祭」実施 

７月～８月 学校行事「自彊祭」に向けたホームルーム活動での話合い活動，準備 

７月，１２月 ①～⑦の資質・能力に関するアンケート実施，授業評価アンケート実施 

９月 学校行事「自彊祭（学校祭）」実施 

１０月 津商型学習指導研修会 

１０月～１１月 学校行事「津商モール」に向けたホームルーム活動での話合い活動，準備 

１１月 第８回「津商モール」実施 

１１月 第８回「津商モール」の振り返り及びアンケート実施 

１２月 第８回「津商モール」のまとめ，発揮された資質・能力の整理 

１２月 事前，実施，事後の取組についての課題の洗い出し及び改善策の検証 

２月 学習成果発表会（実施予定） 

２月 育成された資質・能力についてアンケートよる検証 

２月 修学旅行（２年生）（実施予定） 

平成２１年度に，マーケティング活動，会計処理などの商業知識・技能を実践する場としての

商品売買業体験を「津商モール」と名付け，商業科の科目での取組として導入した。地域企業及

び住民とのより深い連携が図れる学習活動でもあるため，平成２７年度よりこれを学校行事と位

置付け，それを中核とし，各学習活動の系統的な取組にすべく，特別活動の全体計画の見直し，

生徒に身に付けさせたい資質・能力ベースで指導手法や評価方法について研究することとした。

また，育成する７つの能力・資質を明確にし，学校行事やホームルーム活動，生徒会活動におい

て，学習の見通しや振り返りの活動を取り入れたり実社会・実生活との関わりを踏まえたりする

ことを重視し，ホームルーム活動と学校行事の往還，特別活動と商業科・各教科等の往還を明確

にし，新たなカリキュラム・マネジメントにも着手すべきと考えた。答申にもあったとおり，カ

リキュラム・マネジメントとは学校教育目標に向けて，教科横断での取り組み，PDCA サイクル

の推進，地域との連携の充実を指している。本研究は，生徒に身に付けさせたい資質・能力の育

成に向け，全ての教育活動において関連性を持たせ，生徒自身が成長を実感し，教師が生徒の変

容を見とれるような PDCA サイクルの定着と改善を研究の主題とする。 

【校長】【教頭】【主幹教諭】【指導教諭】 
学年主任、課長・商業科長、教科主任、養護教諭、保健主事、事務 

 
 

 

校
外 

校
内 【各教科】【教育課程委員会】【学力向上委員会】 

【津商ﾓｰﾙ検討委員会】【特別活動委員会】 
【国際交流】【地域ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ】 
【地域連携】【地域創生】 

連携・協働 

【教育関連】 
文部科学省・国立教育政策研究所 

・県教育委員会・近隣学校 
・全国商業高校 

 

連携・協働 

【地域】 
津山市・美作地区自治体・地元企業 
・商工会議所・津山市観光協会 

・社会福祉協議会・児童民生委員 等 



 
３月 次年度の研究計画及び年間指導計画の策定（実施予定） 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
（１） 研究内容 

（ア）特別活動を核として，７つの資質・能力を育成する。 

  （イ）学校行事「津商モール」で身に付ける７つの資質・能力の実践及び定着の検証を行う。 

（ウ）特別活動，各教科，各学年団等において身に付ける７つの資質・能力の育成のための指 

導計画を明確にし，効果的な学びの方法の研究を行う。 

（エ）学力向上委員会と津商モール検討委員会を中心とした，特別活動，各教科，各学年団等

の横断的な学習活動の計画及び連携による７つの資質・能力育成を計画・実践・検証する。 

（２）具体的な研究活動 
（ア）特別活動を核として，７つの資質・能力を育成する。 

現時点で下記のように整理している７つの資質・能力を学校行事，ホームルーム活動，

生徒会活動において育成すべく，見通しを持った活動計画や振り返り等を行い，資質・

能力の育成及び定着を図った。（自治的な力は社会参画に包含した。） 

７つの資質・能力の意識付けとして，「７つの力マグネット」を作成し，音楽祭，学校

祭，ホームルーム活動及び各教科等の活動時に提示した。また，各活動時に目標の明示，

「振り返りシート」への記入及びアンケートによる調査を実施し，意識及び定着度を調

査した。 

（イ）学校行事「津商モール」で身に付ける７つの資質・能力の実践及び定着の検証を行う。 

上記７つの資質・能力は学校行事「津商モール」において実践されるものとして，津

商モール検討委員会を中心に事前指導，実施，振り返りまでの計画を策定した。 

第８回「津商モール」において，事前のホームルーム活動及び当日の目標の設定及び

振り返りを実施し，７つの資質・能力の育成及び定着に係る調査を行った。 

地域企業との連携事業として，依頼時に７つの資質・能力の育成を目標としているこ

とを提示し，協力を依頼した。 

（ウ）特別活動，各教科，各学年団等において身に付ける７つの資質・能力の育成のための指   

導計画を明確にし，効果的な学びの方法の研究を行う。 

特別活動については「津商モール」を柱に資質・能力を育成するという共通理解のも

と，ホームルーム活動，音楽祭，学校祭，インターンシップなど諸活動の企画・立案に

際し，他者との協働，言語活動を取り入れた事前学習を行い，７つの資質・能力の育成を

意識した活動計画を立てた。その活動を学力向上委員会，津商モール検討委員会が主導

 
育成する資質・能力 資質・能力の具体 

特別活動で重
視する力 

①  状況把握力 自分と周囲の人々や物事との関係性を
理解することができる 人間関係形成 

②  問題発見力 社会のニーズを見つけることができる 社会参画 
③  アイデア力 モノ，サービスを考案することができる 社会参画 
④  チャレンジ力 失敗したことを，次の経験に活かそうと

している 自己実現 
⑤  企画立案力 アイデアを提案することができる 社会参画 
⑥  チームワーク力 多様な他者と協力することができる 人間関係形成 

⑦  プレゼンテーション力 
コミュニケーション力 

自分の考えを相手にわかりやすく伝え
ることができる 

人間関係形成 
社会参画 
自己実現 



 
し，各教科，各学年団等が横断的に連携できるよう調整した。各教科については７つの

資質・能力の育成を念頭に年間指導計画を立て，授業の目標明示とともに７つの資質・

能力を意識した授業を展開した。生徒の授業評価アンケートにおいても，それらの活動

により資質・能力の育成が意識されていることが分かるようにした。 

（エ）学力向上委員会と津商モール検討委員会を中心とした，特別活動，各教科，学年団等の 

横断的な学習活動の計画及び連携による７つの資質・能力育成を計画・実践・検証する。 

学年団を軸として諸活動を整理し，特に１年生では，「※津商プレゼンルール」（※「説明

型・説得型プレゼンテーション技術向上のためのルール」の名称）の習得後，「インターン

シップ」の報告作成に活用し，発表を行う。２年生では「修学旅行」において商業科の学

びである販売実習を企画し，販売商品を選定するための事前調査及びリサーチ，実際の販

売などに活用する。３年生では「自彊祭」，「津商モール」の主導者として，担当部署によ

って発揮する資質・能力の違いに気づき，話合い活動を重ねながら問題の洗い出し，企画

立案を主体的に行った。 

３ 研究の結果と今後の取組 

（１） 研究の結果 

「津商モール」の実施に際し，目標の設定，事前事後の指導，振り返りなど明確な指導計画を作

成し，教員の共通理解を図ることで，「津商モール」が単なるイベントではなく，学校行事とし

ての取組であるという意識を持った指導が行われた。 

○７つの資質・能力の育成に向けて，取り組むべき諸活動とその内容・手法等についての研究を

計画し実践した。特に，特別活動がより効果的で深い学びとなるよう，「活動予定・目標・振り

返りシート」の活用や事前事後指導及び活動での体験が次の学びへの動機付けとなるような配

慮により，生徒自身が活動の目的や探求すべき課題を明確に意識できるようになった。 

○実施した「津商モール」については，生徒自身が事前の活動から目標の設定や振り返りを行う

ことにより，活動の充実及び反省点，課題点を明確にできるだけでなく，どのような力を身に

付けたいか，どのような力が身に付いたのかなど，資質・能力の必要性及び成長を実感でき，

確実に生徒の資質・能力の育成を後押しする場となっていることが見て取れた。 

（課題） 

○校外からの評価に満足して終わりがちな学校行事等では，目標を明確に定め，生徒の現状を正

確に把握し，活動計画を立てる必要がある。各行事や活動において系統立った計画を立て，教

員，生徒ともに意識を高めた上で実施されなければならない。 

○学校行事「津商モール」は地域及び地域企業との結びつきも強く，社会貢献・社会参画の場と

して，校内では商業科を始め，各教科での学びの集大成の場としても機能している。今後，更

に地域に求められる学校として，また，生徒・教員がその風土を担うものとして，それに関わ

る諸活動において資質・能力の育成及び定着が確実に測れるようなアンケートの内容や方法，

その他の検証方法を検討する必要がある。 

○特別活動の目的や活動内容，生徒の役割によって意識・発揮される資質・能力に偏りが見られ

た。年度当初には活動の特性，生徒の実態を把握し，月ごと，学期ごと，あるいは学年や活動ご

とに 7つの資質・能力の育成の焦点化・重点化を図った指導を計画すべきと考える。 

（２）今後の取組 

来年度は，「津商モール」が学校行事として実施され３年目を迎え，入学当初より「育成する７つ

の資質・能力」を意識し，諸活動に臨んだ学年の生徒たちが，主導し実施することとなる。生徒の

主体的活動を促すために，自治組織の確立及びホームルーム活動における更なる話合い活動の充実，

更なる企業との連携，学校行事における PDCA サイクルの確立，アンケート等検証方法の改善に

より，各々が身に付ける資質・能力をより一層意識し，その定着と変容を実感できるよう取り組む。

それにより，「津商モール」において実践される商業高校での学びが，生徒のキャリア形成に直結す



 
る学びにつながるよう指導していく。 


