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釧路江南高校の概要紹介



・創立１０２年

・全日制普通科単位制

・生徒数約６００名

釧路江南高校の概要紹介

・進路状況
（令和元年度卒業生２３７名中）

国公立大学 ４４名
私立大学 ８５名
短期大学 ９名
高等看護 ２１名
専門学校 ２８名
公務員 ２３名
民間就職 １３名



発表内容

１．研究概要

２．総合的な探究の時間(総探)の研究
（１）目指す生徒像
（２）３年間の指導計画
（３）教科・学力との関連

３．現在の課題



１．研究概要



◎研究主題
「高い理想を抱き，自ら課題を発見し，自ら学び，考え，判断し，よりよく解決する」
（江南力）資質・能力を育む「総合的な探究の時間」における組織体制の構築及び
指導方法の研究

１．研究概要

◎研究内容
（１）江南力の育成をカリキュラム・マネジメントの視点に立って、教員間の共通理解

を図る。
（２）３カ年を見通した指導計画を作成し、実戦する
（３）教科横断的な探究の視点を取り入れ、総探と各教科の往還的な関連を図る。
（４）総探で育成した資質・能力をもとに各教科で思考力・判断力・表現力を育成し、

進路実現に向けた学力向上に資する。



２．総合的な探究の時間(総探)の研究
（１）目指す生徒像



＜学習指導要領より＞
探究の見方・考え方を働か
せ、横断的・総合的な学習
を行うことを通して、自己の
在り方生き方を考えながら、
よりよく課題を発見し解決し
ていくための資質・能力を育
成することを目指す。

情報収
集

整理分
析

まとめ
表現

課題

実生活や

自己との関
わりが必要

２．総探の研究 (1)目指す生徒像



総探で育てたい資質・能力を明示する必要がある。

２．総探の研究 (1)目指す生徒像

強み
・真面目で素直
・荒れていない
・言われたことをやる
・優しい
・社会規範を守る

・チャレンジ精神に課題
・疑問を考え続けることに課題
・言われたこと以上のことに取り組む姿勢に課題
・自己分析に課題
・計画的に学習を進めることに課題

※平成２９年度校内研修会より

課題

～江南生についての分析～

弱み



１、真理の探究に心がけ、豊かな感性と高い教養、冷静な判断力

を持った人となろう

２、高い理想を抱き、強固な意志を持ち、物事を科学的に処理し、

夢や希望の実現を目指して実践する人となろう

３、豊かな情操を養い、社会の健全な発展に貢献できる心身とも

に健康な人となろう

思考力

思考力

行動力

想像力 発信力

探究学習を通して

想像力 自己肯定力

～課題克服に必要な力は？学校教育目標との対応～

２．総探の研究 (1)目指す生徒像



①構造を視覚化し、教員間で共有
②教育計画等に掲載し、内外へ発信



２．総合的な探究の時間(総探)の研究
（２）３年間の指導計画



２．総探の研究 (2)３年間の指導計画

年度 組織体制 目的

平成
２９

・探究作業部会（委員会）
教務・進路を主とした数名

探究学習への移行計画を立案
※身に付けたい資質・能力の校内研修

平成
３０

・探究作業部会（委員会） 探究学習への移行計画と１年次における実施
※道内外の視察、探究構造図の作成

令和
元

・教務部
（副部長中心に探究も担当）
・探究推進チーム（委員会）

計画・運営は教務部が担当。
１，２年次で探究学習を実施。
次年度計画や今後の展望を推進チームで検討

令和
２

・探究・ガイダンス部（分掌）
３名体制（各年次１名）

全年次で探究学習の実施。
カリキュラム・マネジメント、ＰＤＣＡサイクル実施。
研究指定事業の取組。

～校内の組織体制の移り変わり～



１年
前期

進路
探究

ワークを通し「自分の興味・関心」「社会の課題」を知り、そ
の共通部分にある進路を定め、探究テーマを模索する。探
究部で指導案を作成し、ＨＲ担任が指導する。【１０時間】

１年
後期

プレ
探究
活動

教員が与えた探究テーマについて、調査→分析→整理→
発表の探究手法を身に付ける。江南探究フォーラム（２月２
５日）にて発表。年次の全教員をゼミ担当とし、少人数指導
を実施する。【１２時間】

２年
探究
活動

自ら立てた探究テーマについて、探究活動を行い、疑問や
課題への答えを見つけていく。江南探究フォーラム（２月２
５日）にて発表。年次の全教員をゼミ担当とし、少人数指導
を実施する。【３０時間】

３年
進路
探究

探究を踏まえ志望理由書を作成する。その後、小論文、個
人探究等を選択し、江南力を伸長する。年次教員全員で指
導する。【３０時間】

２．総探の研究 (2)３年間の指導計画

自分と
社会を
知る

手法を
知る

探究
する

進路へ
繋げる



～１年次 プレ探究活動の流れ～

①学年のゼミ担当教員１５名程度を決める
②担当教員がテーマとリサーチクエスチョンを作成
③生徒が探究テーマを選択してゼミを決める
④ゼミ内でリサーチクエスチョンを選択し、グループを組む
⑤グループごとに調査計画を立てる
⑥主に冬休みに調査活動
⑦冬休み明けに調査結果の分析とまとめ
⑧江南探究フォーラムで発表
⑨質の高いものを表彰

２．総探の研究 (2)３年間の指導計画

参考文献
『学びの技』（玉川大学出版部）
『課題探究メソッド』（啓林館）

※ゼミ担当教員分購入



～１年次 今年度のプレ探究活動 テーマ～

２．総探の研究 (2)３年間の指導計画

ゼミテーマ リサーチクエスチョン例

１ 釧路の活性化 若い世代が釧路に住みたくなるようなPRを考えよう（人口） 等

２ コロナと釧路 withコロナ時代において釧路の祭りはどのように実施すべきか

３ 教育の格差 北海道（釧路）の大学進学率が低い理由は

４ 障がい 障がいとはどのようなことなのか

５ 子どもの発達 釧路で子どもに薦めたいあそびを提案しよう

６ 北海道１０年後の衣食住 コロナ禍により、北海道では内食・中食・外食はどのように変化するのか

７ 現代人の健康 エナジードリンクは本当に元気になるのか

８ 環境問題 レジ袋有料化は環境問題に影響を与えるのか

９ 薬物 幼虫から薬物を作れるか

10 千島海溝巨大地震 大津波が発生した場合の避難対策とは？

11 言語と文化 「ごちそうさま」は世界にあるのか

12 言葉遊び 洒落と駄洒落の歴史：洒落とは？駄洒落とは？どんな歴史背景があるのか？

13 日本語（言語と心理） ベストセラーになる本に共通点はあるのか

14 日本史を深く読もう 戦国大名が茶器を求めた理由とは？



～１年次 プレ探究活動～

Ａ４原稿を拡大印刷してポスターに

＜記載内容＞
①リサーチクエスチョン（タイトル）
②探究背景・意義
③検証方法・探究手法
※アンケート、実験、実地調査、
問い合せ、インタビュー、文献調査等

④結果・考察
⑤引用・参考文献

２．総探の研究 (2)３年間の指導計画  1 年  吉山 碧 高橋 星南 高橋 紅愛 高橋 美羽 

日本人高校生の英語 4 技能のうち 

洋楽を用いた学習で最も向上する技能はどの技能か？ 

仮説：洋楽を用いた学習で英語４技能のうち Listening が向上するだろう 

検証方法                           英検を選んだ理由 

     ・Ｌistening・Reading・Writing・Speaking の４技能を同じ            

基準で測れるため  

     ・全国共通のテストであるから、基準が定まっているため 

     ・準 2 級のレベルが高校在学程度と自分達に合っているため                      

勉強内容と量 

                  

 

 

 

回数（1 日平均）：8 回                 回数（1 日平均）：1 回（流しっぱなし）      回数（1 日平均）：5 回 

時間（1 日平均）：1 時間                時間（1 日平均）：2 時間             時間（1 日平均）：1 時間 

日数：14 日                        日数：16 日                     日数：16 日 

検証結果  

  A                     B                     C 

  

Listening：19  21  2pt up    21 25  3pt up        20 22  2pt up  

       

Reading：31 30  1pt down     22 26  4pt up       28 30  2pt up  

              

Speaking：27 30  3pt up      19 27  8pt up       22 20  2pt down  

              

Writing： 16 16  stay        14 16  2pt up         12 12  stay           

                                                

考察・課題 

被験者が洋楽以外の学習をしている影響や学習方法の曖昧さ、検証期間の短さなど、課題はありますが、検証結果

から、学習に「歌う」という活動を取り入れたＢの Speaking が著しく伸びていること（８pt up）と、A、B、C が共通して「聴く」

と「歌詞を見る」という活動をしており、３者とも Listening が伸びていることを確認しました。 

 よって洋楽を用いた学習では、特に「歌う」ことにより Speaking 技能の向上、「聴く」ことと「歌詞を見る」ことにより

Listening に向上の効果があるのではないかと考えました。 

冬休み前後にそれぞれ英検（2018 年第 1,2

回）を１回ずつ行い、冬休み中には洋楽を用

いた学習を行う。冬休み前と後の英検の得点

の変化を検証結果とする。 


　1年　　吉山　碧　高橋　星南　高橋　紅愛　高橋　美羽

日本人高校生の英語4技能のうち

洋楽を用いた学習で最も向上する技能はどの技能か？

仮説：洋楽を用いた学習で英語４技能のうちListeningが向上するだろう

検証方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　英検を選んだ理由

		冬休み前後にそれぞれ英検（2018年第1,2回）を１回ずつ行い、冬休み中には洋楽を用いた学習を行う。冬休み前と後の英検の得点の変化を検証結果とする。





　　　　　・Ｌistening・Reading・Writing・Speakingの４技能を同じ　　　　　　　　　　　

基準で測れるため　

　　　　　・全国共通のテストであるから、基準が定まっているため

　　　　　・準2級のレベルが高校在学程度と自分達に合っているため　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

勉強内容と量

　　　　　　　　　　　　　　　　　







回数（1日平均）：8回　　　　　　　　　　　　　　　　　回数（1日平均）：1回（流しっぱなし）　　　　　　回数（1日平均）：5回

時間（1日平均）：1時間　　　　　　　　　　　　　　　　時間（1日平均）：2時間　　　　　　　　　　　　　時間（1日平均）：1時間

日数：14日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日数：16日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日数：16日

検証結果	

　　A                     B                     C

　

Listening：19　　21  2pt up　　 2125  3pt up　      2022  2pt up

　　　　　　

Reading：3130  1pt down     2226  4pt up　　　   2830  2pt up

             

Speaking：2730  3pt up     1927  8pt up  　   2220  2pt down

            　

Writing： 1616  stay        1416  2pt up  　     1212  stay         

                                               

考察・課題

被験者が洋楽以外の学習をしている影響や学習方法の曖昧さ、検証期間の短さなど、課題はありますが、検証結果から、学習に「歌う」という活動を取り入れたＢのSpeakingが著しく伸びていること（８pt up）と、A、B、Cが共通して「聴く」と「歌詞を見る」という活動をしており、３者ともListeningが伸びていることを確認しました。

　よって洋楽を用いた学習では、特に「歌う」ことによりSpeaking技能の向上、「聴く」ことと「歌詞を見る」ことによりListeningに向上の効果があるのではないかと考えました。

A

A	聴く	歌詞見る	訳を調べる	0.65	0.25	0.1	

Writing	1回	2回	16	16	Speaking	1回	2回	27	30	Reading	1回	2回	31	30	Listening	1回	2回	19	21	Writing	1回	2回	14	16	Speaking	1回	2回	19	27	Reading	1回	2回	22	26	Listening	1回	2回	21	25	Writing	1回	2回	12	12	Speaking	1回	2回	22	20	Reading	1回	2回	28	30	Listening	1回	2回	20	22	

C	聴く	歌詞見る	訳す	0.7	0.2	0.1	



B	聴く	歌詞見る	歌う	0.75	0.1	0.15	
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～２年次 探究活動の流れ～

４月 ゼミ担当を決める、生徒が希望する探究テーマからゼミ分け
５月 個人でリサーチクエスチョンを決める、調査計画を立てる

６・７月 調査活動
８月 まとめ
９月 中間発表

10月 リサーチクエスチョンの再考
11・12月 調査活動

１月 まとめ
２月 江南探究フォーラムで発表
３月 質の高いものを表彰

２．総探の研究 (2)３年間の指導計画



～１，２年次評価基準（ルーブリック）～

２．総探の研究 (2)３年間の指導計画

Ａ Ｂ Ｃ

自己肯定力
（主体性）

自ら意思をもって探究活動に
積極的に挑戦している。

自らの意思をもって、探究活動
を進めている。

学校の取組として探究活動を
義務的に進めている。

探究活動を通じて自己の成長
を感じ、学びを次に活かそうと
している。

探究活動を通じて自己の成長
が感じられる。

探究活動を通じて自己の成長
が感じられない。

思考力
調べた事実に基づいて客観的
に物事を進めており、緻密で
説得力がある。

調べた事実に基づいて客観的
に物事を進めることができてお
り、説得力が出るよう努めた。

感想や主観が多く、説得力に
欠ける。

行動力

考えたり調べたりするだけにと
どまらず、粘り強く行動(検証)
したり、多様な人と対話・協力
したりできた。

考えたり調べたりするだけにと
どまらず、行動(検証)をするこ
とができた。

自分なりに考えたり調べたりし
た。

発信力
活動・発表を通して周囲に好
影響を与えたり、社会的な価
値を創り出した。

活動を正確で分かりやすくまと
め、発表することができた。

活動をまとめて発表することが
できた。

想像力
実現したい未来に向け、問い
や仮説を深め続け、計画する
ことができた。

検証可能かどうかを吟味して
問いや仮説を立て、計画する
ことができた。

自分なりに問いや仮説を立て
ることができた。



２．総探の研究 (2)３年間の指導計画

年次ごとに以下の賞を設ける。発表当日、評価基準に照らし合わせ
て参加職員による推薦を実施。推薦を受けたグループのうち、（１年
１０グループ、２年２０人程度）をノミネートし、選考対象とする。
終了後、探究・ガイダンス部で総合評価して入賞案を作成し、各年次
団で最終決定を行う。発表は後日、学年集会等で行う。
・MVR（Most Valuable Research） １～３人（グループ）
・優秀探究賞 数人（グループ）程度
・優良探究賞 数人（グループ）程度

～１，２年次 表彰者の選考方法～



２．総探の研究 (2)３年間の指導計画

～３年次 進路探究～

＜志望理由書作成 ４～７月＞
①自分史と自己の価値観の確認

自己理解を深める

②探究テーマ・進路先で解決したいことの洗い出し
進路先で何を研究したいのか、その仕事で何を変えたいのか

③探究する
そのテーマを可能な範囲で探究し、②を明確化する

④志望先調査
研究したいこと、解決したいこととマッチする志望先か

⑤志望理由書の作成
①～④を踏まえて、全生徒が志望理由書を作成



２．総探の研究 (2)３年間の指導計画

～３年次 選択探究～

自分に必要な力を選択し、深めよう。
①個人探究（自分でテーマを決めて探究しよう）

→１月末に学年内で発表。
ビジネスコンペティション等、校外の発表への応募。

②面接
③集団討論
④小論文
⑤受験プラン

Ⅰ～Ⅲ期に分け、３回選択する。主担当教員は変えない。



２．総合的な探究の時間(総探)の研究
（３）教科・学力との関連



・各自の問いから生まれる関連
「太陽光で調理できるか」 → “物理”の熱量計算、”家庭科”の調理技能
「燃料電池に適した液体は何か」 → “化学”反応式の知識
「釧路のシンボルをデザインする」 → “美術”のデザイン技能
「道外のアイヌ語地名は」 → “地理””日本史”の知識
「種目によって怪我をしやすい部位」 → “体育”の運動理論

・まとめの作成時 → ”情報”で学んだＰＣやシンキングツールの活用
“国語”の文章構成力
“数学”で学んだ統計の扱いを資料分析に活かす

・教科における江南力の育成 → 授業評価アンケートの項目に導入

２．総探の研究 (3)教科・学力との関連



３．現在の課題



３．現在の課題

①薄い探究
②難解な教育目標
③限られた環境
④教員の指導力向上
⑤異年齢集団の活用



３．現在の課題

リサーチクエスチョン 「北欧諸国の政策を取り入れると日本の幸福度は上昇するか」

１ 探究背景

私たちは、各国の貧困が福祉に関係してると考え、福祉が充実している北欧諸国の特に、フィンランドと日本を比べ
て両国ではどのような違いがあるかを詳しく調べようと思った。

２ 探究意義
日本とフィンランドの違いを理解し、今後の日本の政治的あり方について考察する。

３ 探究手法
論文（PDFファイル） インターネット

４ 結果
幸福度を測る指標の5つのうち、「物質的豊かさ」と「健康と安全」がフィンランド比べて大きく下回ってた。また、「教
育」は日本が上位を示していた。フィンランドは学費が無償、医療費が安い、図書館が多い。

5 考察

日本は、物質的豊かさの中でも特に「インターネット接続」や「勉強をするのに十分な広さで照明がある静かな場所」
の2つが欠如しているので、wifiの普及と、勉強スペースの確保が必要である。フィンランドの政策を取り入れること

で日本の福祉は上昇する可能性は高いが、日本の予算がたりないことと、実行するにしても、今日本の政策を一変
することは難しい。

①薄い探究 ～インターネットのまとめに留まった事例～



３．現在の課題

①薄い探究
★調査、検証の内容が未熟 （インターネット、校内アンケートのみ）

→地域へ探究のフィールドを広げる必要性

＜地域へ広げた例＞
・LCCの就航で利益を得た企業 → 周辺企業への問合せ
・釧路の魅力は何か → 空港でのアンケート調査
・釧路で津波被害を防ぐには → 防災センターでインタビュー



３．現在の課題

＜地域へ探究のフィールドを広げる ために＞

◎探究サポーター制度を発足
探究活動に協力してもらえる保護者・同窓会生を募集し、任意で登録してもらう。
必要に応じて連絡し、協力を依頼する。登録人数１６名 （１２月１６日現在）
→ 今年度 活用回数 ３回

◎地域の取組への斡旋（インターンシップ、ボランティアも含め）
今年度参加実績
→ 看護体験、お仕事まるわかり体験、赤い羽根街頭募金

小学校インターンシップ、市役所インターンシップ、
地域教育創造フォーラム、地域創生ミーティング、探究活動キャンプ



３．現在の課題

探究・ガイダンス部

１年次担当

２年次担当

３年次担当

生徒
インター
ンシップ

ボラン
ティア

地域人材

生徒

生徒

～ 探究・ガイダンス部を使った校内・地域間の活性化を推進 ～

活
動
把
握

集
約

斡
旋



３．現在の課題

②難解な教育目標
“江南力”と“学力の３要素”で育てたい力が乱立
→学力の３要素に加え、江南力についても評価をするとなると、
評価の観点が多岐に渡ることとなり、生徒の変容を評価する
ことが難しい。

③限られた環境
・ＰＣの台数制限
・インターネット回線の速度と自由度

→ ＧＩＧＡスクール構想での解消を期待
・教科の学習、部活動も並行しての生徒の活動時間の確保



３．現在の課題

④教員の指導力向上
・試行錯誤を見守り、共に探究する姿勢
・生徒を波に乗せる声かけ

⑤異年齢集団の活用
・先輩の内容を見て、後輩があこがれる好循環をつくる
・似たテーマであれば協働研究を行うなど
・先輩のテーマから刺激を受けて後輩が引き継ぐなど



終

「好き」を究める
→自分らしく楽しむ
→江南力を身に付ける
→教科へ関心が広がる
→生き方を見つける
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