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学校全体で取り組む課題 

（３）社会の中で活用される論理的思考やそれらを表現する力を学校全体で育成す

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 

社会に開かれた教育過程 真正な学び 真正な評価 課題発見・解決学習 

研究結果のポイント 

○ 総合的な学習の時間における課題発見・解決学習である「社会探究 PBL」において，社会と

の結節点を創出し，真正な課題・評価を実現することができた。 

○ 取組の結果，思考力に係る生徒の自己評価が向上した。 

○ 思考力を問う問題をすべての考査において出題し，教科の学びと社会のつながりを実感させ

る問題を作成することができた。 

○ 総合的な学習の時間を起点として，総合的な学習の時間及び各教科の年間評価計画及び年間

指導計画を策定することによって，学校全体で思考力を育成する過程を整理した。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

生徒の深い思考を促す社会に開かれた教育課程の研究 

（２）研究主題設定の理由 

本校は平成 25年度から 28年度の４年にわたって，論理的思考力を学校全体としていかに育てる

べきかについて研究を進めてきた。生徒に身に付けさせたい思考力の全体像を整理した上で，生徒

が思考力をどのように身に付け，どのように活用して実践力に結びつけ，またどのように評価する

のかについての実践研究に取り組み，教科間の枠を超えたカリキュラム・マネジメントを実現する

ことができた。また，思考力を実践力につなげることをねらいとして，総合的な学習の時間を検討

するプロジェクト・チームを教科・分掌の枠を越えて組織し，新たな単元を開発するなど，学校全

体として成果をあげることができた。 

 しかし，生徒の対話や成果物を評価したとき，彼らが「わからないこと」に耐え，探究すること

を通して新たな価値を生み出し，社会と主体的に関わろうとすることを通して，実践的な課題発

見・解決をするような深い思考力を身に付けているとは必ずしも言えない状況にある。 

現状把握のために行った質問紙調査により，生徒の思考の深まりを促進する上で， 

①物理的・心理的な学習環境 ②明確な根拠に基づく自己肯定感 ③学ぶ意義 

の３点に課題があることが明らかとなった。これら３点を改善する上で，学校の社会化，社会の学

校化が有効であると捉え，研究主題を設定した。 

（３）研究体制 
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（４）１年目の主な取組 

平

成

29

年

度 

・これまでの研究を踏まえ，本研究をどのように進めるかについて方向性を確認した。 

・研究を進めるに当たって，本年度の授業づくりの方針を策定した。 

・学校全体で育成すべき思考力及び各教科で育成すべき思考力とは何かを確認，検討した。 

・定期考査に思考力を問う問題を出題する取組及びその良問を教科間で蓄積・共有する取

組，授業において思考力を身に付ける具体的な実践を蓄積・共有する取組，授業評価ア

ンケート，総合的な学習の時間アンケート，国立教育政策研究所による「論理的思考生

徒質問紙」を軸としたカリキュラム・マネジメントを実施するとともに，思考力を問う

問題を通して，各教科における学びが社会に生きて働くという実感につながる工夫を研

究課題として確認した。 
・総合的な学習の時間検討チーム（GAYA プロジェクト）において，地域・社会と教育目

標や評価を共有し，社会に開かれた単元の工夫を研究課題として確認した。 
・定期考査に思考力を問う問題を全員で出題し，出題前の確認，出題後の思考力問題研究

会を考査毎に実施した。 
・生徒の課題発見のきっかけを作る手法として，QFT（Question Formulation Technique）を

すべての学年の総合的な学習の時間において実施し，OJT としてすべての教員が体験し

た。 
・思考力を問う問題の研究会を１学期に２回，２学期に２回実施した。 
・授業評価アンケートを１学期末，２学期末に実施した。 
・総合的な学習の時間アンケート，「論理的思考生徒質問紙」をそれぞれ１学期末，２学

期末に実施した。 
・総合的な学習の時間における「社会探究プロジェクト」のポスターセッションに地域や

大学から参加していただき，取組の評価を行った。 
・広島県教育委員会による「合同授業研究会」に５教科が参加し，各教科における課題発

見・解決型学習の在り方について研修した。 
・研究担当官による学校訪問において，全職員対象の研修会を実施した。 
・総合的な学習の時間と各教科が関連しながらどのように資質・能力を育成していくかを

示すカリキュラム・マップの作成及び検討に着手した。 
・来年度の総合的な学習の時間及び各教科の年間評価計画及び年間指導計画を検討した。 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
 ア 真正な課題 
  ①総合的な学習の時間における学ぶ意義の創出 
  ②各教科等における学ぶ意義の創出 
 イ 真正な評価 
  ①総合的な学習の時間における評価 
  ②各教科等における評価 
（２）具体的な研究活動 
 ア 真正な課題に関する研究 
  ①総合的な学習の時間における学ぶ意義の創出 
   思考力を転化させ，現実社会の場面で生きて働く力とするために，新単元「社会探究 PBL」

を設定した。この単元では，真正性をとりわけ強く意識し，生徒が設定した課題や解決策が実

際に現実社会とつながっていることを実感できるよう工夫した。例えば，ポスターセッション

・プロジェクト・チーム（教科主任会）が中心となって各教科の取組を行う。 

・GAYA Project が中心となって総合的な学習の時間の取組を行う。 

・中核教員は全体の統括及び研究推進を行う。 

・実践推進リーダーは各教科及び学年会を連携させながら，実践研究を推進する。 

・関西学院大学と連携し，取組の評価・助言を得る。 

・同窓生による人材バンクから評価・助言を得る。 

 



 
の評価者として地域の方々や大学教授を招いたり，課題の解決策を呉市議会に提案したり，関

西学院大学と連携し，大学生と協働学習を行ったりするなどの取組を行った。 
  ②各教科等における学ぶ意義の創出 
   各教科においても，思考力を転化させる工夫をプロジェクト・チームで検討し，総合的な学

習の時間における課題発見・解決型学習が有効であると考え，その在り方について教科で検討

した。教科においては，とりわけ課題発見の過程に課題があると考え，生徒の課題設定のレリ

バンスを向上させるのに有効と思われる QFT を学校全体に紹介した。その結果，授業に採り

入れる教科も見られるようになった。 
 イ 真正な評価に関する研究 
  ①総合的な学習の時間における評価 
   総合的な学習の時間において育成すべき資質・能力を，21世紀型能力の枠組み，すなわち基

礎力，思考力，実践力という３つの枠組みの中で設定し，それらの評価基準を策定した。レポ

ートやポスターなどの成果物，発表やディスカッションなどのパフォーマンスを評価の対象と

し，ルーブリックを用いて評価した。さらに，ワークシートや成果物をファイルに蓄積し，ポ

ートフォリオとした。ワークシートにはインデックスを用いて身に付けるべき資質・能力を標

記しており，学年末には資質・能力を軸としたポートフォリオの再編集を行う。 
  ②各教科等における評価 
   定期考査に思考力を問う問題を出題し，各教科の良問を教科主任会議で検討・検討する取組

を平成 25 年度から実施し，今年で５年目となる。現在では学校文化として定着し，各教科が

質の高い問題を提出するようになっている。本年度は，各教科で設定した思考力を転化させ，

現実の文脈で活用させるような問題の在り方を検討した。実技教科では，パフォーマンス評価

の取組が進んでおり，例えばルーブリックによる自己評価の推移が１枚の紙で見取ることので

きる，いわばワンペーパーポートフォリオのようなパフォーマンス評価を実現している。 
 
（３）ＰＤＣＡサイクルへの取組について 
 ア 総合的な学習の時間及び各教科等の年間評価計画・年間指導計画の策定及び検証 

総合的な学習の時間及び各教科において育成すべき資質・能力を設定した。次にそれらの資

質・能力の評価基準を設定した上で年間評価計画を策定した。その上で年間指導計画を策定し，

逆向きの授業設計とした。 
各教科においては，定期考査（学期に２回）における思考力を問う問題検討会議を軸として

PDCA サイクル及び生徒による授業評価アンケート（学期に１回）を軸とした PDCA を実施

している。総合的な学習の時間については，「詩のボクシング（全学年）」「ディベート大会（１

年）」「社会探究 PBL（２年）」「パネルディスカッション（３年）」の各単元において，外部か

ら評価者を招いて取組の検証を行った。さらに，総合的な学習の時間アンケート（学期に１回）

を軸とした PDCA を実施した。学校全体の教育活動の総体としての教育課程については，学校

経営計画を策定し，中間評価及び年度末評価を軸に PDCA を実施している。 
外部の評価者からは，例えば「エビデンス（データ）の使い方が甘い」など，比較的辛口の

評価をいただくことが多いが，外部であるが故に生徒は真摯に受け止めることができる。教員

にとっても，外部の評価は新たな視点となり，新たな取組につながるという成果もあった。例

えば，今年度の中間評価において，「それぞれの取組は優れていると思うが，全体としてどう

いう仕組みになっているのか分かりにくい」という評価をいただいたが，その指摘が教育課程

の有機的つながりを示すカリキュラム・マップの検討・作成につながった。 
 イ 研究の検証 
   取組の検証の指標として，授業評価アンケートの質問２「この授業では，学習のねらいに沿

って，授業で求められている思考力を発揮する場面がありますか。」，総合的な学習の時間アン

ケートにおける「授業の中で，他の生徒の意見や見方に対して，反論や異なる意見や見方を言

うことができた」「授業の中で，証拠や根拠とともに自分の意見や見方を述べることができた」

「授業で学習した内容は，世の中の問題を解決したり，未来の世界を創ったりするのに必要だ

と思う」「授業における学習活動（グループ学習，ディスカッションなど）に，わくわくして

取り組むことができた」，及び思考力に係る自己評価を用いた。 



 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 総合的な学習の時間において，単元「社会探究 PBL」を設定し，学びの意義を創出し，評価

を工夫することによって，各教科で身に付けた思考力を課題発見・解決学習において転化させる

とともに，生徒の学びを実社会につなげていくことができた。 
○「社会探究 PBL」を実施した２学年の生徒については，思考力に係る自己評価及び生徒質問紙

が他学年に比べて大きく向上した。 
 思考力に係る自己評価における最も高い評価の全体に対する割合（％） 

 １学期末 ２学期末 
１年生 15.0 16.1 

２年生 19.8 25.1 

３年生 30.5 31.6 

  
○国立教育政策研究所による「論理的思考生徒質問紙」について，肯定的評価をした生徒の割合が

増加傾向にある。 
実施回 １ ２ ３ 実施回 １ ２ ３ 

ア 学校が楽しい。 75.7 87.5 86.2 エ 授業がよく分かる。 71.8 84.4 87.9 

イ 友達と意見交換するの

は楽しい。 
80.3 88.8 90.3 

オ 他の人の考えを根拠に注

意して聞くことができる。 
79.4 88.5 89.0 

ウ 授業に主体的に取り組

んでいる。 
77.6 83.9 87.2 

カ 自分の考えを筋道立

てて説明できる。 
70.9 81.9 80.1 

 「当てはまる」「どちらかと言えば当てはまる」を選択した生徒の全体に対する割合（％） 
  ※実施回 １回 平成 29年４月  ２回 平成 29年７月  ３回 平成 29年 12月 
 
○ 思考力を問う問題を定期考査に出題し，良問を検討する取組の中で，各教科の本質と実社会と

のつながりを意識した問題を作成することができた。 
○ 総合的な学習の時間において策定した年間評価計画を起点として，各教科における年間評価計

画及び年間指導計画を策定し，各教科において育成すべき資質・能力，とりわけ身に付けさせる

思考力を明らかにするとともに，その評価基準を策定することができた。 
● 生徒一人一人の思考力を様々なパフォーマンスの中でどのように効果的に見取っていくかに

ついて，工夫する必要がある。 
● 各教科等で求める思考力の定義は，平成 25年度に策定したものであるため，その妥当性を再

吟味する必要がある。 
● 各教科と実社会とのつながりの創出について，教科によっては難しい状況があった。 
● 各教科と総合的な学習の時間の環流性について，育成すべき資質・能力を軸にした学びのスト

ーリーを整理する必要がある。 

 

４ 今後の取組 

 身に付けた資質・能力，とりわけ思考力が転化され，現実の場面で生きて働くことをねらいとし

た取組は，総合的な学習の時間の単元「社会探究 PBL」の中で一定程度実現できた。しかし，各教

科においては，教科の特性によっては難しい状況も見られた。そこで，来年度は思考力問題につい

て，教科における特定の文脈ではなく，異なった文脈上で考える，いわば「脱非文脈化」に取り組

む。 

 さらに，総合的な学習の時間や各教科等における生徒の発表や話し合い活動などの具体的なパフ

ォーマンスの場において，すでに策定しているルーブリックを用いて一人一人の変容をどのように

見取っていくかについて，具体的な評価方法についての研究を行う。 

 また，各教科が作成する年間評価計画及び年間指導計画をもとに，総合的な学習の時間と，各教

科が横断的に育成すべき資質・能力を軸とし，呉三津田高校における学びのストーリーをカリキュ

ラム・マップとして整理し，カリキュラム・マネジメントに生かす取組を行う。 


