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学習指導要領の実施を踏まえた，学校全体での教育課程の編成，指導方法等の工夫

改善に関する実践研究 

（３）グローバル社会や高度情報化社会などで活用される教科横断的な論理的思考

や，それらを表現する力の育成を図るため，学校全体としての目標設定とそれに

向けた各教科等における取組の連携を図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 
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研究のキーワード 

○ カリキュラム・マネジメント   ○ 教科連携     ○思考・表現の要素    

○ すべ（思考を促す方法）      ○ Z型授業構造     

研究成果のポイント 

○ 教科連携の具体の方法として，「思考の要素」「表現の要素」から連携する学習内容を明確に

した上で，「すべ」「Ｚ型授業構造」を共通の視点とした指導を進め，教科横断的な能力の育

成を図った。 

○ 生徒の生活や社会の課題に即した学習課題設定の工夫を図った。 

○ ICT機器の効果的な活用による思考力・判断力・表現力の育成を図った。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

社会に生きて働く思考力・判断力・表現力の育成を目指した授業の創造 

－教科横断的な能力の育成に向けた組織的な連携－ 

（２）研究主題設定の理由 

 変化の激しい社会を生きる子供たちには，その変化に受け身で対応するのではなく，主体的に向

き合って関わり合い，自らの可能性を最大限に発揮し，よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出し

ていく力が求められている。本校では，このような今後の社会で求められる力は，各教科等で育ま

れた思考力等を単独で使うことのできる力ではなく，「各教科等で育まれた思考力等を連携して生

かすことのできる教科横断的な能力」であると考え，これを教科横断的な能力としての「社会に生

きて働く思考力・判断力・表現力」とした。そして，この力を育むためには，各教科の学習を充実

し，各教科が目標とする思考力・判断力・表現力を育成するとともに，各教科が育む力のつながり

を捉え，高度な組織的連携を図った指導が必要であると考え，本研究主題を設定した。 

（３）研究体制 

 主幹教諭を統括役とし，研究委員長を中心に研究委員５名が研究に関する資料収集・調査等を行

い，研究委員会（月２～３回程度）を開催して研究の方向性の原案を作成する。それを基に研究会

（教員 23 名全員参加，月１～２回程度開催）において協議し，最終的に管理職員が研究方針・内

容等を決定する。また，１年間に，ほぼ全員が研究授業を行い，授業実践を通して研究を進めてい

く。研究発表会等の機会を捉えて，鳴門教育大学や徳島県教育委員会の指導・助言を得ていく。 



（４）１年間の主な取組 

平

成

27

年

度 

○研究委員により研究構想の立案を行う。 

○年間指導計画を基に教科の関連を図った実践計画を立案する。 

○全教科において校内研究授業を実施する。 

○研究協議会で研究内容を発信し，広く助言を得て授業実践に生かす。 

○今年度の取組について，平成 28年６月に研究発表会を開催し，授業公開や分科会協議を通し

て，成果と課題を明らかにするとともに，２年次に向けて研究構想の変更や修正を行う。 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

ア 思考力等の連携 

  従前から，関連する学習内容や類似する学習活動の

連携について検討してきたが，本研究では，思考力・判

断力・表現力も含めた高度で組織的な連携を図ること

を目指した。 

(ｱ)  連携する学習内容の明確化 

思考力等を含めた連携しやすい学習内容，連携する

ことで社会に生きて働く思考力等の育成が期待できる

学習内容を明確化するために，各教科の思考力等を共

通の視点で整理した。生徒に身に付けさせるべき思考

力・判断力・表現力は教科等で異なるが，思考や表現 

の場面では，事象を整理する，分析する，報告する，創作する等，共通のものを持っている。そ

の共通するものを「思考の要素」「表現の要素」として分類した。こうすることで，共通する要素

を持つ学習内容が連携しやすい・連携すべき学習内容となると考えた。 

(ｲ) 連携を深める方策 

  共通する要素の学習内容を，同時期に学習するだけでは生徒は各教科の思考力等を連携させる

ことは十分にはできない。そこで，各教科の思考を促す方法と各教科の思考力等を用いて学習す

る過程の共通化を図った。 

  ① 思考を促す方法の連携 

各教科共通で思考を促す方法である「比較する」「関係付ける」「多面的に見る」「規則性

を見付ける」「分類する」「条件を制御する」を「すべ」として整理した。これらを共通

の視点として，「学習内容」について「すべ」を用いて,「思考し」，「表現する」という学習活動

を組み立てることで ,「思考・表現過程の具体化」を図り ,各教科が連携して学習活動

に取り組めるようにした。このことにより，生徒は各教科の授業の共通の視点等を意

識するようになり，新たな課題の解決について，様々な教科で身に付けた思考力等を

連携させて活かせるようになると考えた。 

② Ｚ型授業構造の位置付け  

本研究では，「教科の基礎的・基本的な知識・技能を活用して，個人の思考を形成し，協働学

習により練り直し・練り上げ，一斉学習で共通認識する」という学習過程を「Z 型授業（単元

等）構造」と名付け，全ての教科が，共通にこの構造で授業を組み立てた。さらに，これを学

習指導案に Z 型授業（単元等）構造図として示した。これにより，それぞれの授業がどのよう

な意図で行われるのかについて，連携する教科担当者の共通理解が図れるとともに，教科独自

の思考力等を活かしながら共通の過程で問題を解決できることを，生徒自身が認識しやすくな

ると考えた。 

思考の要素 表現の要素

選択する 描写する

整理する 音読する・朗読する

予想(推測)する 記録する

仮説を立てる 説明する

構想する 紹介する

計画する 報告する

解釈する 創作する

鑑賞する 制作(製作)する

把握(理解)する

分析する

評価する

説明する多面的に見て 解釈し，

すべ(思考を促す方法)

すべを選んで
 

図１ すべと思考・表現の要素との関係 



イ 学習課題設定の工夫 

  生徒たちに，社会に生きて働く思考力・判断力・表現力を育むために，連携する授業における

課題設定については，以下のような工夫をした。 

 

 

 

ウ ICT 機器の活用 

  鳴門教育大学と共同し，授業の目的や場面に応じて，黒板等を用いた教材・教具と ICT 機器と

を適切に組み合わせて思考を広め・深める方策や，生徒の技能等の差を補って思考力等を育成す

る方策を検討した。 

 

（２）具体的な研究活動 

本年度は，以下のような実践を行い，その効果を検証した。 

ア 連携する内容の明確化 

  本実践では，目標とする思考の要素「構想 

する」を持つ，国語科「徳島県を PR するキ

ャッチコピーを作ろう」，音楽科「徳島駅の発

車メロディーをつくろう」，美術科「阿波おど

り空港の壁画をデザインしよう」，英語科「ク

リス先生に徳島を紹介しよう」において連携

を図ることにした。  

イ 連携を深める方策 

各教科では，それぞれ 1 年次は課題解決 

に向かう際に，どの「すべ」を用いて思考す

ればよいかを具体的に教師が板書やワーク

シート等で示し，2 年次の取組では，生徒自

身が思考する際に，教師が提示しなくとも，

自らが必要なすべを選択し，課題解決に向か

う姿を目指すという指導をしてきた。さら

に，生徒に各教科の学習過程が共通している

ことを意識させるため，今回の Z 型授業構造

である「構想する－創作・制作する－紹介す 

る－構想を練り直す－創作・制作する－作品を紹介する」という学習過程に即したワークシート

の形式や，相互評価の視点（視点については教科独自）の形式を共通とした。これらにより，生

徒たちが他教科の学習とも関連させて思考を形成している過程を確認することができた。 

ウ 課題設定の工夫 

本実践では，「日常生活や社会の諸問題について，思考・判断・表現する必然性の生まれる課題

設定」「生徒の知的好奇心を満たし，思わず考えたくなるような課題設定」という課題設定の視点

に加え，徳島県を題材とすることで，学習課題の内容そのものにも

共通性を持たせた。 

エ ICT 機器の活用 

音楽科の実践では，作曲ソフトを活用し表現技能を補うことで，

楽器の演奏の苦手な生徒も作曲をすることができた。 

 

 

 

アイディアを生み出しまとめる力 

国語科    音楽科    美術科   英語科 

図２ Z 型授業構造を一致させたカリキュラム・マネジメント 

   

・ 日常生活や社会の諸問題について，思考・判断・表現する必然性の生まれる課題設定。 

・ 生徒の知的好奇心を満たし，思わず考えたくなるような課題設定。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究の成果と課題 

（１） 成果 

○ 思考力等で高度で組織的な教科連携を

図るために，「思考・表現の要素」「すべ」

「Ｚ型授業構造」が有効であることが確認

できた。 

○ 生徒への意識調査をした結果，主体的な

取り組み，教科の思考力等の育成，他教科

の思考力等の育成，社会とのつながりにお

いて，効果的であるとの回答が得られた。 

○ 生徒の生活や社会の課題から学習課題

を設定することによって，主体的な学びが

促され，課題解決に向かう姿が見られた。 

○ ICT 機器の効果的な活用により，技能を

補って思考力等を育成することができた。 

（２） 課題  

○ 他教科，他の学習内容においても組織的な教科連携の在り方について研究を進める。 

○ 教科横断的な能力が育成された姿を明確化する。  

○ 教科横断的な能力が育成されたかどうか研究の成果を検証する。 

（３） ２年目へ向けての取組 

 組織的な教科連携を進めるために，次の４点を中心に実践研究を進めていく。 

○ 教科固有のものの見方や考え方を重視しつつ資質・能力の連携を図るため，「思考の要素」に  

着目して教科連携を進める。 

○ 教科横断的な能力が育成された姿の明確化を図り，研究の成果を検証する。 

○ 引き続き，生徒の生活や社会の課題から学習課題を設定する。 

 

 

図３ 連携して身に付けるべき力と教科で身に付けるべき力 

 音楽科で身に付けるべき力 美術科で身に付けるべき力 

 イメージを広げ，言葉に置き換

える 

  

連携して身に付けるべき力 

アイディアを生み出しまとめる力 
伝達のデザインとして，表現意

図を明確にする。 

形や色彩などの効果を生かし

て，調和のとれた美しさを表

す。 

 

根拠を明確

にして話す 

上位概念・下位 

概念を整理する 

音楽を特徴付ける要素を知

覚し，それらの働きが生み

出す特質や雰囲気を感じ取

りながら構成を工夫してメ

ロディーをつくる。  

 

 

 
 

 

上位概念・下位概
念を整理する 

図４「アイディアを生み出しまとめる力」における生徒の意識調査  
（教科単独の授業を３とした場合） 

 


