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令和２年度 教育課程研究指定校事業研究協議会資料

令和３年２月３日（水）
北海道札幌北高等学校

高等学校「総合的な探究の時間」 研究発表

探究活動における資質・能力の育成及び
校内における持続可能な取組について
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１ 探究学習に向けた取組について

~学年における取組から全校へ～

※令和２年度より研究指定



R2～R3
指定事業
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R2教務部
より
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平成30年度１学年の総合学習計画について

宿泊研修

課題研究

ＡＧＥ１６
(進路学習) クリティカル

シンキング

時間割の中に組み入れる(H30～)
・理念の理解・思考ツールの獲得・スキ

ルの育成と定着を目指す。

・教科との関連性を意識する

探究の基礎

レポート作成・
シェアリング・

ポスターセッション

課題設定・情報収集
プレゼンテーション

＜進路＞ＧＰＳテストの活用・マナビジョンの利用

＜国語＞ブックレポート・意見文・統計資料の読み取り
＜英語＞スピーチ・プレゼンテーション大会
＜情報＞ポートフォリオ・ＩＣＴ・データ分析
＊ 実施時期が重複しないよう調整しながら実施

情報分析
意見発表

１学年



「探究基礎」で探究の手法を学ぶ

考察方法の1つを
提示→協働学習へ

正解が１つは限らない
問いに対して論理的に
考察する



「課題研究」で発表の手法を学ぶ

聴衆として積極的に
発表に参加する。

成果を発表し、聴衆から
の質問に答える。

成果をPortfolioとして記録
する。⇒振り返りの資料



令和元年度２学年の総合学習計画について

研究テーマ
の検討

研究の実践
論文の完成

【１学年】探究の手法を学ぶ
グループで探究を行う。

【２学年】個人で課題を見付け探究する
個人で探究を行う。

【３学年】学問探究
探究の深化を目指す。

文献調査
グループ協議

レポート作成
シェアリング
個人探究

グループ内発表
代表者プレゼン

＜保健＞レポート作成 ＜国語＞ブックレポート
＊ 昨年同様に実施時期を調整しながら計画・実施

320人を16のグループに分けて実施。
PDCAサイクルを回しながら質の向上を目指す。

研究計画書
作成

２学年



「課題探究」で実際に探究する

優秀レポートは発表

＜参考＞ 令和元年度課題探究優秀レポートテーマ
・20年後に無くなる職業とは？
・禁止は人の欲求を高めるのか
・寿命とは何か、不死は実現するのか
・なぜ日本人は蝶と蛾を区別するのか
・コケを利用する
・在宅医療で地域格差は減らせるのか
・小学校の英語科は何を求め、何をすべきか
・カシミール問題を解決するために

レポートの中間発表
進捗状況の相互確認

生徒自身で課題を見
付け、テーマを決定



「課題探究」で実際に探究する

＜参考＞ 令和元年度課題探究優秀レポート

レポートの中間発表
進捗状況の相互確認

論文と同形式
背景・目的意義・手法・考察
・結論及び展望 の流れ



平成30年度入学生の総合学習計画について

手法を学ぶ

探究ゼミ

【１学年】探究の手法を学ぶ
グループで探究を行う。

【２学年】個人で課題を見付け探究する
個人で探究を行う。

【３学年】学問探究
探究の深化を目指す。

課題解決学習
グループ協議

課題発見・探究
レポート作成・発表

教科横断・
学びの深化

【１学年】 【２学年】 【３学年】

探究の基礎 → 探究の実践 → 探究の進化

課題の設定→情報の収集→まとめ・発表

→整理・分析→振り返り→課題の発見→

という探究の過程を繰り返す。

課題探究

１学年

２学年

３学年



「探究ゼミ」で深化を目指す

文系３コース・理系４コース・医療系２コースに分けて実施

【医療系】解剖実習を通
して倫理観などを養う

【理系・数学】英語と融合
高校の教科書内容を深化
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３年間を見通した総合学習の計画
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３年間を見通した総合学習の計画



問 「もし全能の神がいるとしたら、彼は自身が持ち上げられない石を
作ることができるでしょうか？」
あなたは何と答えますか。また、そう答えたのはなぜですか。

（Oxford University面接入試問題より）

１ プリント配布・実施内容説明
２ 個人で考える。
３ ５人程度のグループ（×８）で考え、グループの意見をまとめる。

Ａ４用紙にグループの意見を簡潔に記入し、黒板に掲示する。
４ 各グループ３分で説明する。
５ 質疑応答
６ 各自100字以内で自分の考えをまとめる。

ねらい
①他人の意見を聞くことで、様々な観点があることに気付かせる。
②「全能」とは何か、行為・意志のどちらなのか等、分割してそれ

ぞれの定義を考えたり、条件を分析したりする。

２学年 単発課題探究 (今年度7月実施)



８月18日 クラス探究係招集

（グループの枠組み準備）

８月28日 クラス内グループ構成

（研究テーマの決定）

９月４日～12月４日 課題研究実施

10月中旬からポスター準備

11月13日 課題研究クラス発表会

12月11日 課題研究発表会

（１学年聴衆参加予定）

１月以降 発表のまとめ

課題研究レポート作成

令和２年度 ２学年の探究計画



①協働的思考力

・積極的コミュニケーション・意見調整・合意形成

・自分・他者を知る（対自・対他認識）

②批判的思考力

・情報の吟味

・分かりやすく、説得力を持って論理的に伝える

・自分の価値観、解釈・広い視野・主体性・率先力

③創造的思考力

・情報の関連付け、他への応用転用

・推測類推・粘り強く取り組む

・興味を持って学び、深める、楽しさを見付ける

探究学習で身に付ける力

思考ツールと併せ
て生徒に見える化



北高で育成を目指す16の資質・能力

理解していることを
どう使うか

どのように社会・世
界と関わり、よりよ
い人生を送るか

何を理解しているか、
何ができるか

各教科の知識・技能
異文化の理解
多様性の理解
傾聴する技能
コミュニケーションの能力
情報を扱う技能

論理的・批判的・創造的思考力
課題を発見・解決する力
情報を分析・判断する力
表現する力

主体的に実践する力
自己を理解し管理する力
他者と協働する力
社会を多角的に見る力
責任感
健康を保持増進する力

北 高 訓

学校教育目標

H30検討
H31～
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SPARK（スパーク）とは
火花、ひらめき、活気、才気という意味で、次の頭文字を取った名称です。
Student , Partnership , Active-learning , Research , sapporo-Kita

２ 持続可能な取組にするために

SPARK委員会の活動と役割
～カリキュラム・マネジメントの必要性～



学校 学校

平均としてある方向を

向いていればよい。
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学校という組織

あえてベクトルを

揃えようとせず、

生徒も教員も多様性が大切

みらいの職員室（文部科学省)参照

https://mirashoku.mext.go.jp/activities/post_010.html
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思いの共有化
（日本的）

コンセンサス

（欧米的）

学校としての
方向性

方向は異なっていても、
共有（黒矢印）部分は存在する。
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SPARK委員会の担う役割

コーディネータ ２名
ファシリテータ ７名
（校内公募制 R2年度）

校内事例の
掌握と支援

＜ユニット＞
（SPARK）

・校内事例Ｕ
・校内研修Ｕ
・高大接続Ｕ
・ＩＣＴ Ｕ
（以下教務部）

・探究Ｕ
・教育課程Ｕ

校内研修 SPARK通信の発行

道外視察の調整 成果の普及（発表）

＜情報開示＞
・事務連絡

シート
・情報共有

シート

大学との連携

カリキュラムマネジメント

学習環境の整備 Webページ

分掌・学年横断的調整 個別の取組の見える化と関連付け

校長・副校長・教頭



SPARK委員会の独特な立ち位置

学校組織の隙間に入り込んで、
個別の実践を表面化、調整、共有、発展させている。
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分掌

教科

管理職

各種
委員会

SPARK
委員会

学年

コーディネータ
ファシリテータ
ユニットメンバーが
網の目のように
リンクを張っている

カリキュラム・マネジメント



アクティブ・ラーニング

カリキュラム・マネジメント

＜授業改善＞
教科横断的
汎用的能力の育成

＜組織運営の改善＞

教科等の縦割りや学年を
越えて学校全体の取組
を生み出す環境づくり

組織文化の形成

社会に開かれた教育課程
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チーム学校

資質・能力の育成は
学校全体で取り組む
必要がある。

保護者や
地域社会 高大接続

H28～H29
AL（道指定）



生徒や学校、地域の実態を適切に把握した上で、

ア 教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等
横断的な視点で組み立てていくこと。

イ 教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと。

ウ 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保する
とともにその改善を図っていくこと。

学習指導要領による
カリキュラム・マネジメントの定義

ここでいう「教育課程」とは、教育課程表のことではなく
「学校教育活動全体」を指す。
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本校におけるカリキュラム・マネジメントの例

（例１）育成を目指す資質・能力の策定
資質・能力ユニット→研修会→教務部から全体へ提案

（例２）教育課程編成
教務部内教育課程ユニット→ アンケート→ ユニット原案
→ 教科→ 教務部内３グループ→ 教育課程委員会（教科）
→ 学年→ ・・・

（この他にも）
分掌・学年・教科等で業務を企画・運営する際に
カリキュラム・マネジメントの視点が入っているはず。

「札幌北高におけるカリキュラム・マネジメントの定義」
学校教育目標に基づき、生徒の資質・能力を育成するために、

組織的・計画的に教育活動を振り返り、その質の向上を図っていく取組
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ブレインズオン （brains-on)
熱心に考え、もがいている状態

文献13)より

教員もブレインズオンの状態に

本校におけるカリキュラム・マネジメントの捉え方

組織的に振り返る

生徒の学びの質を高める

資質・能力を育成する

このために必要なのはカリキュラム・マネジメントの

「型」ではなく「視点」
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① 教員が、組織的・系統的な教育活動の中で、

② 必要と思われる時期に、

③ 生徒や学校の実態に応じて、

④ 効果が出ると想定できる場合に、

⑤ 適切な組織のもとで、教育活動を振り返り、質の向上を図ることで、

⑥ 生徒の「主体的・対話的で深い学び」を実現し、

⑦ 入試学力を含む、「本校で育成を目指す資質・能力」を学校全体
で育成する。

⑧ その形態は多様であるはず。

「札幌北高におけるカリキュラム・マネジメントの視点」は？

生徒の資質・能力を育成するために、組織的・計画的に
教育活動を振り返り、その質の向上を図る

（取組ありきではない）
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カリキュラム・マネジメントを実践している分掌・学年・先生
が、なぜ、自分はしていないと言うのか？

PDCAサイクルなどの特定の「型」があると思っているから

「カリキュラム・マネジメント」の解釈について

「取組の結果、教員が疲弊するだけ」は避けたい
「生徒の成長を考える」 ことが大切

この意味から本校では
「カリキュラム・マネジメントの視点を取り入れた取組」

という名称を使ってはどうでしょうか？
カリキュラム・マネジメントの形態は多様であるはず



令和元年度までの主な取組

(1) SPARK委員会・ユニットの活動
(2)学びに関する校内研修会の実施
(3)国際理解教育の推進
(4)総合学習の改善（探究学習の推進）
(5) 学校説明会の工夫・改善
(6) 本校生徒に求める16の資質・能力の決定
(7)ふるさと応援事業への参加
(8) 「総合的な探究の時間」の工夫改善(ユニット) 
(9) 「評価」の検討・研修(ユニット) 他
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カリキュラム・マネジ
メントの視点を用いた
学校全体の活性化を目
指す

令和２年度の取組(予定)

(1) 「ＩＣＴ」環境の整備及び活用の検討・研修(ユニット)
(2) 「総合的な探究の時間」指定事業の活動
(3) 「観点別評価」の検討
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研究指定に関する取組について

「探究」を軸とした学びの関連付けにより、本校生徒の資質・能
力の向上を図る。（全体像の共有化）
⇔教務部探究ユニット・学年総合担当との情報共有を目指す。

主体的・対話的で深い学びの視点を取り入れた学習・指導方法
の工夫・改善を一層推進する。（個別の学びの共有化）
⇔ICTの取組も含め、多くの先生の日常の取組を共有する。

年に１度の研究協議会の実施（R2は実施せず）
⇔本校における取組を発信する中で、北高Standardの確立を
目指す。

学習評価（主体性評価・観点別評価）の在り方を検討する。
⇔各教科で指導要録にABCを記載・教務との連携が必要


