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研究結果のポイント 

○ カリキュラム・マネジメントやクロスカリキュラムはあくまでマクロレベルの授業や教育活動の

指導改善の一つであり，教師自身の授業力の向上を差し置いて，意味を為すものではないこと。全

教師の意識改善やすり合わせ，授業力向上に向けての取組を行う。 

○ 生徒の興味・関心を徐々に私的関心から社会的関心へと向かうような手立てを行うことで，社会

的参加意識をこれまで以上に養う取組が必要である。つまり，教室内の教育的関心を学校の外に向

けることを目指している。また，それを自らのこととして捉えることができるか。 

○ 最も大切にしたい教員同士のコミュニケーションが，多忙な業務が理由となりとれてないことが

ある。業務改善や学校伝統文化の見直し等，教員の多忙感を逓減する取組を行う。 

○ 取り組む中で，生徒自身から生み出される疑問や課題を大切にし，総合的な学習の時間を軸に，

カリキュラム・マネジメントや探究活動を計画的に進めていく。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

教科等の本質的なねらいとのバランスがとれたクロスカリキュラムの研究 

（２）研究主題設定の理由 

本校の目指す生徒像は「物事を多角的に理解し，やり抜く力を持つ生徒」である。そこで，社会

の中で自立した大人として生きていくために必要な資質・能力を獲得させるべく，教科等横断的な

教育活動に注目した。もし，知識と知識が独立した情報として認識されている生徒の「偶発的な気

付き」を「必然的」なものにできれば，「物事を多面的・多角的に理解する力」をより向上させられ

るのではないかと考えた。それを実現するための方策としてクロスカリキュラムに注目した。 

しかし，平成29年度に先行したクロスカリキュラムに関する研究会で，二つの課題に直面した。 

一つは，設定した資質・能力の獲得に特化するあまり，教科等の本質的なねらいの実現が崩れて

しまっていた点である。具体的には，他教科等への繋がりを意識するあまり，広い捉えでのみ授業

が進み，専門的な内容に踏み込まなかったものや，教科等としてのまとめとは違う別のまとめを行

った授業もあった。クロスカリキュラムを研究していく上で，授業の中で教科等として獲得させた

い力を見失うことなく他教科等との共通のテーマに迫り，資質・能力の獲得が期待される授業や単

元をデザインすることが重要であると考えた。それを本校では「バランス」と定義している。 

二つは，これまで偶発的に生まれていた生徒の教科等横断的な学びに必然性をもたせるシステム

を確立することである。生徒たちの知的好奇心を引き出し，主体的・対話的で深い学びの促進につ

なげていくことで，広く公立学校での取組にも還元できる研究 

になるのではと考えている。 

（３）研究体制 

職員全員が研究部に所属し，各部署長が研究本部として活動する。 

＜研究本部組織（６名）＞ 

・研究部主任（研修部長） ・研究部副主任（総合的な学習の時間） 

・広報部長  ・道徳部長 ・生徒会・特別活動部長  ・評価部長 

※ 週１度行われる研究本部会では，上記に加え，校長・副校長・各 

学年主任も参加し，計11名を中心とする組織づくりを行っている。 



（４）１年目の主な取組 
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・年間カリキュラムの計画作成とすり合わせや検討会議 

・昨年度までの研究内容や本年度以降の研究に関連する職員研修の実施 

・「日本に生きる一人の若者として，どんな"自分"になりたいか」を年間通して全教育活動で

問い続け，年間の変容に関してアンケートやポートフォリオで可視化 

・生徒アンケート１回目（４月）２回目（７月）３回目（12月）４回目（３月） 

・教員アンケート１回目（７月）２回目（12月）３回目（３月） 

・教科等横断的な取組を行うための授業者による会議（プロジェクト会議）の実施 

・授業力向上のための研修（教科を越えた事後検討会への参加）と若手による自主研修 

・オリ・パラ教育シーズンⅠ「文化」（５月），シーズンⅡ「スポーツ」（７月），シーズンⅢ「精

神」（1 1月），シーズンⅣ「環境」（２月）の実施とシーズンごとの研究授業 

・ディベート大会（12月）や地域連携を意識した環境フォーラム（３月）の実施 

・生徒のアンケートや成果物から考えられる研究の反省研修（９月，１月，３月） 

・生徒による会議の実施により，４回目のパフォーマンス課題を生徒自身が設定 

・教科等を越えて実施する授業研究会や職員文庫の設置等，教員同士をつなげる取組 

・雑誌（中等教育資料）への投稿，執筆活動 

・他校での研修活動や本校取組に関する研修の実施（文部科学省，長崎市教育委員会，能勢

町立能勢中学校，小野市立河合中学校，熊本市立北部中学校，尾道市立向島中学校 他） 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

従来の年間指導計画では，他教科等の教育内容との関連について授業中での生徒の発言でしか気

付くことが難しい。このような偶発的にしか生まれない学びに必然性を持たせるには，教科等間で

の共通認識や，教師間のコミュニケーションが求められる。 

さらに，教科等横断的な取組を行うにあたり，従来の各教科等における指導計画（縦のライン）

に加えて，各教科等を超えて共通した学習内容の指導計画（横のライン）を揃える作業が必要とな

る。それをその都度，当該教科等間のやり取りの中で実現していくと，それぞれが独立したものに

なる可能性も高く，長く続くものになりづらい。ゆえに，本研究を進めていく上で，横のラインを

揃えた目安となる指導計画を可及的速やかに作成する必要があると考えた。また，一年次に作成し

た年間指導計画を叩き台とし，２年間の研究の中で横のラインを揃えた具体的な実践を重ね，「現代

の諸課題社会における問題解決のために必要な資質・能力」の獲得を中心に据えた年間指導計画の

在り方も検討し，保護者や地域に発信していく必要があるとも考える。 

また，クロスカリキュラムの構想として，総合的な学習の時間（以下，総合）を各教科等の中軸

とし，関連付けを図る。そして，共通したテーマのもと各教科等で取り組むことにより，学校全体

の動きにしていく。教科等間独自の連携であれば，それ単体で見た時には関連させやすそうではあ

るものの，どうしても単発の取組になる恐れがあり，学校全体の動きになりづらい。さらに，現代

各組織 主な活動内容 

研究本部 

・研究計画の立案         ・実践に向けての具体的な方策づくり 
・研究の仮説，手立ての設定    ・年間４回の取組の系統性の検証と提案 
・附中スタイルや授業規律の徹底 ・各教科等の年間カリキュラムの取りまとめ 
・他校への出前授業や取組説明，研修活動等 

研修部 
・他教科等同士の連携の推進    ・授業力・教師力の向上研修の企画・運営 
・計画的・積極的な職員研修の実施 ・主体的・対話的で深い学びの実施 

総合的な学習

の時間 

・年間総合計画作成        ・１枚ポートフォリオの作成 
・オリンピック・パラリンピック（以下，オリ・パラ）ついて興味関心を生徒に持
たせるような取組や体験活動の提案 ・探究活動の計画的実施 

道徳部 ・全教師による道徳の授業と事後研修会の実施 

生徒会・ 

特別活動部 

・生徒によるプロジェクト会議や誰でも参加可能のオープン会議の開催と運営 
・行事と取組とをつなぐ提案    ・本校・他校生徒会との連携 
・生徒目線での本校に必要な資質・能力の検証と選定 

評価部 
・職員アンケートの実施と集計  ・生徒アンケートの実施と集計 
・検定や調査の実施と結果の分析 ・研究の評価やＰＤＣＡサイクルの確立 

広報部 ・地域や保護者へ取組の公開や広報活動 ・ホームページの活性化 



社会における諸課題について考えていくことは，生徒の将来を見据えた上で重要であり，中学生期

にこうした資質・能力を獲得させていくことにより将来にわたって関わっていくと考える。その諸

課題の中からテーマを一つ取り上げ，学校全体の共通テーマとし年間４回行われる取組をつなぐこ

とで関連性も深まると考えた。そのテーマとして取り上げたのが「オリ・パラ教育」である。 

（２）具体的な研究活動 

学校全体で取組を進めるにあたり，中心となるものとして総合

を位置付けた。本校では「オリ・パラシーズン」という期間を設

定して全５時間を目安に一つのパッケージとして進めた。取組の

開始と終了に総合をあて，共通のテーマを生徒に知らせるととも

に，他教科等においてもテーマに関連する内容を取り扱いながら，

その成果を表現活動にまとめるという流れである（図１）。シーズ

ン中の総合では，探究活動として一つのサイクル（課題設定→情

報収集→整理・分析→表現活動表現活動→振り返り）を確立した。 図１ 本校クロスカリキュラムパッケージ 

平成30年度は年間４回のシーズンを設けたため，合計20時間の配当となった。これは学校の状況に

合わせて回数や時期を調整し，無理なく年間計画に組み込んでいくことで，多くの学校で実現可能

なパッケージになると考える。これらの取組から現代社会に求められる資質・能力の育成を目指す。 

また，テーマとともに生徒たちに示すパフォーマンス課題の設定も，取組の重要な役割を担って

いる。平成30年度に本校講演会にて兵庫教育大学 奥村好美講師や京都大学 石井英真准教授は，「真

正の学び」について言及された。学習の中で得た知識や技能は，活用する場を示さなければ，生き

たものとして習得することはない。各教科等の元に得られた知識を活用する場を示すために，学習

の目標となる具体的な表現活動について，パフォーマンス課題（表１）として示すことにした。 

表１ パフォーマンス課題（11月）の例 

 

オリンピックとパラリンピックは，全く別の時代背景やコンセプトの中で行われてきた。それが，
時代とともに同時期に行われるようになり，現在では「オリンピックとパラリンピックを分ける必要
があるのか」という議論にもなっている。そこで，あなたたちは「オリンピックとパラリンピックは
分ける必要があるか」というテーマで，ディベートをすることなった。オリンピックとパラリンピッ
クのこれからの在り方について考え，説得力のある弁論を行うための立論を考えよう。 

さらに，各シーズンの最初と最後には必ず「日本に生きる一人の若者として，どんな"自分"にな

りたいか」という問いに対して考えをまとめる時間を設けている。将来を見据え，自分がどのよう

に変容していくかを見られる記録として残すためである。また，一連の取組を総合の年間計画に反

映させ，周知徹底を図った。加えて，教科等間関連も年間計画を元に全教科の流れが一覧になった

ものを作成し，いつどの教科等がテーマに関連した授業を行っているか一目で分かるようにした。 

（３）ＰＤＣＡサイクルへの取組について         n=328 

 質問 
肯定的回答率 
７月 

肯定的回答率 
12月 

比較 
（％） 

① 学校が楽しい。 68.5 78.5 +10.0 

② 授業内の課題に対して，自ら考え，自ら取り組んでいる。 78.2 81.8 +3.6 

③ テストに向けて自ら学習の計画や目標を立てることができた。 59.7 58.1 -1.6 

④ 期末テストでは，自らの立てた目標を達成することができた。 17.4 34.3 +16.9 

⑤ 総合的な学習の時間を通して，前向きに学習に取り組むことができた。 71.9 76.2 +4.3 

⑥ パフォーマンス課題は，納得のいく仕上がり・出来になった。 63.7 64.0 +0.3 

⑦ 
パフォーマンス課題の取組にあたり，計画や見通しをもって予定通りに
取り組むことができた。 

55.2 67.7 +12.5 

⑧ 授業で得た知識を，他教科で得た知識と関連付けて考えることがある。 60.2 70.0 +9.8 

⑨ 
班活動の中で他の人と意見が違ったとき，相手の考えを踏まえて，より
良い意見を出そうとしている。 

72.3 77.2 +4.9 

⑩ 班での話合いを通じて，自分の考えを深めたり，広げたりできている。 76.4 80.9 +4.5 

⑪ 
パフォーマンス課題に取り組むとき，各教科等で学んだことを生かすこ
とができた。 

50.7 55.1 +4.4 

⑫ 
パフォーマンス課題に取り組むとき，複数の視点から物事を見ることが
できた。 

65.9 85.5 +19.6 

②～⑦は「やり抜く力」，⑧～⑫は「物事を多面的・多角的に捉える力」が育まれているかを検証し

たものである。やり抜く力の中でも，「適切な計画や目標を立てること」に課題を感じる一方で，物事
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を多面的・多角的に捉えることは肯定的回答率の十分な増加傾向がみられた。 

12月に行われた職員アンケートからも，「他教科との関連を生徒が探すようになった」「〇〇の授業で

△△とでてきました」というような他教科とのつながりが分かる発言や，「物事を事象に対して裏の目で

見るようになってきた」という生徒の変化がみれる意見が集まった。 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 生徒自らテーマに関心を持って調べたり，発信したりする姿が出てきた。また，教師間連携が

飛躍的に増えた。授業内容のすり合わせだけでなく，互いに授業を見合う流れもできてきたこと

もあり，教師も前向きにカリキュラム・マネジメントに取り組むようになった。 

○ 教科担任制ということもあり，教科等間の連携が不十分であると考えていたのに対し，実際は

学年間の連携は十分で，教科内の連携が不十分であることが分かった。 

○ 課題設定の際，生徒の意見を少しずつ反映させることで，社会的関心から私的関心へと少しず

つ向かうようになってきた。 

○ 他教科等との関連を探しながら授業を受ける姿や，事象を与えられた情報のみで肯定的又は否

定的に捉えたりすることが減り，自らの調べた情報を基に判断を行う姿が出てきた。 

● パフォーマンス課題への取組からでた成果物の評価をどのようにしていくか。学習の様子や成

果物からルーブリックを作成したり，次年度へ向けて検討を進めたりする必要がある。 

● 教師が本来の目標であり，カリキュラム・マネジメントにおける「物事を多角的に理解し，や

り抜く力を育むこと」という目指す生徒像を見失うと，研究や授業そのものが路頭に迷ってしま

う。様々な場面で定期的に確認作業が必要である。 

● 年間の取組をつなげるテーマ「日本に生きる一人の若者として，どんな”自分”でありたいか」

という問いと取組との関連性が希薄であり，生徒も教師も系統性を持って取り組むことができて

いないということ。 

● 教科等横断的な年間指導計画のより綿密な組み立てと，その作成が求められる。 

４ 今後の取組 

（１）教員間コミュニケーションの充実と同僚性向上への取組 

・授業力向上研修 

各教科等，学年，経験年数に関係なく教員を５班に分け，月に２回の研究授業を行う。授業計画

の段階は教科部を中心として検討を行い，授業見学は該当班が行う。その後，放課後に事後検討会

（同教科は参加しない）を行い，今後の授業力向上に努める。また，積極的に授業公開を行い，本

校教員だけでなく，県内周辺教員とも共通のテーマのもと，授業力向上を図る。 

さらに，授業だけでなくより効果的である教材研究の方法や事後検討会の在り方について検討し

ていく。また，一人しかいない教科に対する授業計画支援を大学やメンター制度等を積極的に行う。 

・教師力向上研修「まめ会」 

 教員の自主性に任せ，各個人で今後に役立つであろう研修を企画し，研修する。内容も参加も自

由とし，月１回程度開催している。これまでに，「不登校の予防と支援について」「ESDと SDGsにつ

いて」「合唱指導法のコツと視点」「教員 ICTについて」等が実施された。 

・その他の取組 

職員文庫…教員一人一冊ずつ本を提供し，定期的に借りて読むようにしている。今後，長期休業

を利用して，本の感想や意見が共有できる場を設定し，発表する。 

教師プロジェクト会議…教科同士の授業イメージを共有させるための会議を行っている。授業に

おける多面性や，全体の取組としての多面性を強く意識している。 

生徒プロジェクト会議…設定したテーマに関する生徒の興味・関心が何にあるのかを引き出す。

質問紙調査では知ることのできなかった生徒の意見を聞き，次シーズンのパフォーマンス課題

につなげていく。生徒会本部や学級委員長が中心である。 

オープン会議…生徒が自由に参加できるような教員同士のホワイトボード・ミーティングを休み

時間に渡り廊下で行っている。通りかかった生徒の意見を反映させている。 

（２）私的関心から社会的関心，自らの将来へ 

生徒の興味・関心を徐々に私的関心から社会的関心へと向かうような手立てを行う。そのために，

地域との繋がりや地域人材との関連を意識しながら取組を進め，「日本に生きる一人の若者として，

どんな”自分”でありたいか」という疑問に対する意識を高めていく。 


