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研究課題 

 

 学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関

する実践研究 

協働的に学び合うことで，探究のプロセス（課題の設定→情報の収集→整理・分析→ 

まとめ・表現）が主体的・対話的で深い学びを実現する指導計画及び指導方法等の 

研究  

学 E

ふ り

AAE校名 E

が な
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北海道教育大学附属札幌中学校    （３２０人） 

所在地（電話番号） 
〒002-8075 札幌市北区あいの里 5 条 3 丁目 1-11 
電話 011-778-0481 FAX 011-778-0483 e-mail  sap-fuchu@s.hokkyodai.ac.jp 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.hue-fsj.ed.jp 

研究のキーワード 

「社会参画力」「単元・題材配列表」「思考整理図」「学びに関するアンケート」 

研究結果のポイント 

○探究のプロセスを繰り返しながら、主体的・対話的で深い学びの実現に迫る全体計画や各学

年の年間計画の作成を行うことができた。 
○●2 年間の実践を通して、社会参画力の「問題や課題を発見する力」「情報を活用しプランニ

ングしていく力」「他者と協働する力」の育みが見られたが、「様々な情報を多角的に捉え活

用する技能と、探究的な学習を通して形成する概念」の育みについては課題が残った。 
○●単元・題材配列表を作成したことにより、各教科の内容や活用される考えるための技法を

把握することができた。今後はそれを生徒の学びに一層活用していくことが求められる。 

 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

「社会参画力」を育む総合的な学習の時間の構築 

（２）研究主題設定の理由 

本校では研究主題に「自己を拓き、協創する生徒の育成」を掲げ、3 年間の研究を行ってきた。

社会における理想の姿を描き、自ら他者や対象に働きかけ、互いのよさを活かしながら、新たな知

を創り築き上げ、自己を更新していくことができる生徒の育成を目指している。また、これからの

社会を創る担い手となる生徒たちには、持続可能な社会の構築に向けて自らが参画していく力や態

度、いわゆる社会に参画する力が求められる。社会に参画する力は、学校教育において各教科等で

身に付けた資質・能力を総合して発揮し、探究的に学び続けることや、学校内外の多様な「ひと・

もの・こと」と協働して課題解決に向かう協働的な学びが必要であると考える。 

このような考えから、これまでの本校の総合的な学習の時間における成果と課題を踏まえ、平成

２９年度から全ての学年の学習目標と内容を刷新し、社会参画力の育みを柱とした「総合的な学習

の時間」の構築を目指すこととした。 

（３）研究体制 

 

 
 
 
 
 

研究日（研究推進会議） 

研究部会 

各教科会 

プロジェクト 

特別の教科道徳 総合的な学習の時間 特別活動 

学年会 
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・週１回、本校全教員出席による研究推進会議にて研究討議、推進を行う。 
・研究部による研究部会にて研究の方針の設定と検証を行う。 

・総合的な学習の時間については、前期はプロジェクトを中心に、後期は研究推進会議にて 

研究の推進を行う。また、具体的な指導計画の立案、学習案の作成、実施については学年会

を中心に検討する。 

（４）２年間の主な取組 

平

成

29

年

度 

４月  社会参画力を柱とした総合的な学習の時間の全体計画及び各学年の年間計画、学

習案の作成と実践 
７月  教育研究大会による研究授業の公開と、参会者との交流会における総合的な学習

の時間の発信・交流 
11 月  公開学習会における総合的な学習の時間の研究授業の公開と研究討議及び、一般

公開（第３学年） 
２月  第１学年、第２学年の総合的な学習の時間の成果発表会（一般公開、保護者公開） 

平

成

30

年

度 

４月  社会参画力を柱とした総合的な学習の時間の全体計画及び各学年の年間計画、学

習案の作成と実践 

５月  総合的な学習の時間を中心とした単元題材配列表（テーマと考えるための技法）

及び、「社会参画力」との関連を明確にした各教科等の年間学習計画の作成 

６月  日本生活科・総合的学習教育学会の全国大会における、研究授業の公開 

７月  教育研究大会による研究授業の公開と研究討議 

11 月  第 3学年の総合的な学習の時間の成果発表会（保護者公開） 

12 月  青森県八戸市総合的な学習の時間研究会の研修会において、本校の研究の発信 

２月  第１学年、第２学年の総合的な学習の時間の成果発表会（一般公開、保護者公

開） 
 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 
本校では、総合的な学習の時間において育成を目指す「社会参画力」を、個々がこれからの社

会で直面する課題や社会の多様な問題を発見し、よりよい社会の形成のために、他者と協働して

主体的に解決へと向かうために必要な①問題や課題を発見する力、②情報を活用し、プランニン

グしていく力＜思考力・判断力・表現力等＞ ③他者と協働する力、④社会の一員として一翼を

担うことの意識や態度＜学びに向かう力、人間性等＞ ⑤様々な情報を多角的に捉え活用する技

能と、探究的な学習を通して形成する概念＜知能及び技能＞として設定している。生徒自らが探

究のプロセスを意識して繰り返しながら、他者と協働して主体的に学びを推し進めていくこと

が、社会参画力の育みに結び付くと考えている。 

平成 29 年度の研究の成果と課題をもとに、以下の 4つを研究内容とした。 

①主体的・対話的で深い学びを実現する全体計画及び各学年の年間計画の作成 
②総合的な学習の時間を中心とした単元題材配列表（テーマと考えるための技法）の作成 
③他教科等で学んだ内容や資質・能力を生徒が意識して活用していけるような手立ての構築 
④「学びに関するアンケート」をもとにした社会参画力の育みの分析 

 
（２）具体的な研究活動 

①主体的・対話的で深い学びを実現する全体計画および各学年の年間計画の作成 
第１学年では、「地域と関わるための実践と考察」という探究課題のもと、探究のプロセスを２回

設定している。生徒は１回目の探究でさらに調べたいことを明確にし、２回目にはグループでより

具体的な課題を設定し、見通しをもって課題を解決できるようにしている。第２学年では、「社会貢

献と働くことの意義」を探究課題とし、身近な社会人や実際に働く人へのインタビュー活動や職業

体験などを通して、働くことの意義について自分の思いや考えを「思考整理図」にまとめ深めてい

る。第３学年では、「現代の社会の問題と、主体的・協働的な解決のあり方」という探究課題のも

と、マッピングなどの思考ツールを活用して自分の考えを広げたり整理したりし、「現在の社会問



題を探る計画書」をもとに問題点を具体化、明確

化していく。 

このような探究的な学習を行う際には、「思考

整理図」や「現在の社会問題を探る計画書」など

を活用して、自らの探究の過程や成果と課題 
を振り返りながら、次の探究に主体的に取り組 
むことができるようにしている。また、地域の 
人や、大学生、社会人など様々な他者との関わ 
りを通して、自らの考えを広げたり、深めたり 
しながら他者と協働することの意義を実感でき

るようにしている。さらに、探究のプロセスを繰り返しながら、各教科等における知識や技能等の

資質・能力を活用・発揮できるよう実践を行っている。このような実践の積み重ねが主体的・対話

的で深い学びの実現に結び付くと考える。 
 
②総合的な学習の時間を中心とした単元・題材配列表（テーマと考えるための技法）の作成 
 平成 29 年度の研究では、探究のプロセスを通して、各教科等で学んだ内容や資質・能力を相互

に関連付けていくことに課題が残った。そこで、教科等横断的な学びを展開し、総合的な学習の時

間や他教科等に活かしていくための具体的な手立てとして、総合的な学習の時間を中心とした単

元・題材配列表を「テーマ（学習内容）」と「考えるための技法」の２つの視点から作成した。この

「単元・題材配列表」は、探究課題を解決するための手立てだけではなく、総合的な学習の時間、

他教科等の双方にとっての深い学びの実現を目指している。 

「テーマ」は、どの時期にどの教科で、どのような内容を取り上げているかを一覧にまとめたも

のである。各教科等との関連を教師が把握し、授業を計画・実践したり、授業の中で生徒に問いか

けたりする。これにより、各教科等での学びが結び付き、生徒の深い学びの実現にも結び付くと考

える。 

「考えるための技法」は、各教科における資質・能

力を育むために、各教科等でどのような考えるための

技法が活用され、学びが展開されているのかを一覧に

まとめたものである。考えるための技法は、学習指導

要領の解説で示されている「順序付ける」「比較する」

「分類する」「関連付ける」「多面的・多角的に見る」

「理由付ける」「見通す」「具体化する」「抽象化する」

「構造化する」の 10 に整理した。各教科等において

資質・能力を育むために、どの時期に、どのような考

えるための技法が活用され、学びが展開されているの

かを我々教員が把握し、授業の中で生徒が活用してい

くことで、場面と状況に合わせて自在に活用できる活

きた力となることを期待している。 

 
③他教科等で学んだ内容や資質・能力を生徒が意識して活用していけるような手立ての構築 
 他教科等で学んだ内容や資質・能力を生徒が意識して活用できるように、実際の授業においても

具体的な手立てを構築し実践している。例えば、他教科等で学んだ内容や思考ツールなどを生徒自

身がカードに書きため、ポートフォリオ化し、総合的な学習の時間における探究のプロセスにおい

て活用できるようにした。また、生徒が作成したカードの一部を学年の廊下に掲示し、生徒がいつ

でも閲覧することができるようにしている。【情報の収集】においては、理科で学んだ仮説の立て

方・検証の仕方を、総合的な学習の時間におけるフィールドワーク活動で活かしたり、【整理・分

析】では、数学で学んだ様々な平均値や中央値の出し方を用いて、アンケートで得られた情報を整

理・分析したりする姿が見られた。【まとめ・表現】においては、発表の準備の際に、生徒たちが国

語科や美術科で学んだ効果的な伝え方やプレゼンテーション資料の配色の工夫を想起し、活用する

姿が見られた。はじめは教師が授業の中で意図的に確認する場を設けていたが、次第に生徒自身が

活用できるようになってきている。また、「思考整理図」などの生徒が探究の過程をまとめるシート

【考えるための技法でまとめた単元・題材配列

【思考整理図】 



は、理科で用いている「探究のプロセスシート」と同じような形式としている。これにより、理科

の学びを活かして探究の過程を振り返ってまとめたり、成果と課題を明確にして次の探究に向かっ

たりできるようになった。 
④「学びに関するアンケート」をもとにした社会参画力の育みの分析 

「学びに関するアンケート」は、生徒の

学びの成果と課題を教師が把握し、研究

の方向性を考えたり、日々の授業改善に

役立てたりすることを目的に、毎年実施

しているものである。 

「問題や課題を発見する力」「情報を活

用し、プランニングしていく力」について

は、自分の興味関心や問題意識をもとに

課題を設定することができた生徒が多か

った。また、総合的な学習の時間に見通し

をもって取り組み、課題解決のためにどのような情報を獲得していけばよいのかを考え、自分で収

集する方法を選択して課題や目的の解決に向けて取り組む生徒が多かった。 

「他者と協働する力」「社会の一員として一翼を担うことの意識や態度」については、地域や社会

にして高い関心を示し、社会で起きている問題に対しても自分の考えをもつことができている生徒

が多いと考える。また、地域の方や社会人、保護者など多様な他者と関わりながら協働的に学びを

推し進めていくことにも価値を感じている生徒が多い。一方で、「自分は社会の一員だと考えると

きはありますか」の結果は分散値が高く、生徒一人一人に差が見られることも分かった。一人一人

が社会との関わりの中で自分の生き方を考えていけるよう、より具体的な手立てが必要であると考

える。 

「様々な情報を多角的に捉え活用する技能と、探究的な学習を通して形成する概念」については、

生徒自身はいろいろな教科での学びを結び付けて考えることは比較的できていると考えられる。し

かし、その学びを意識して活用していくことには至っていない生徒が多い。また、結論やそこから

見える課題に対する概念が明確でない生徒も多かった。 

 
３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○平成 29 年度の研究や実践の成果と課題を明確にして取り組んだことにより、探究のプロセス

を繰り返しながら、主体的・対話的で深い学びの実現に迫る全体計画や各学年の年間計画の

作成を行うことができた。 
○授業における具体的な手立てを実践したことにより、探究のプロセスを通して、他教科等で

学んだ内容や資質・能力を生徒が意識して活用できる姿が見られた。 
○探究の過程において、自分の興味関心や問題意識をもとに課題を設定することができ、課題

解決までの見通しをもって、どのような情報を獲得していけばよいのかを考えることができ

た。また、多様な他者と協働しながら課題解決に向かうことができた。社会参画力の「問題

や課題を発見する力」「情報を活用しプランニングしていく力」「他者と協働する力」が育ま

れていると考える。 
●単元・題材配列表を作成したことにより、どの時期に、どのような内容を学んでいるか、考

えるための技法が活用され、学びが展開されているのかを教員が把握することができるよう

になったので、今後はそれを効果的に活用し、資質・能力の向上を目指していくことが求め

られる。 
●社会参画力の「様々な情報を多角的に捉え活用する技能と、探究的な学習を通して形成する概

念」の育みについては課題であると考え、今後とも継続して実践を重ねていく。 

 

４ 今後の取組 

平成 29年度から社会参画力の育みを柱とした総合的な学習の時間を構築し、実践を行ってきた。

この 2年間の成果と課題を明確にするとともに、学習アンケートについても継続して行い、社会参

画力の育みについて分析をしながら、来年度の総合的な学習の時間の年間計画を作成するとともに、

実践を積み重ねていく。研究の成果については、研究大会等で広く発信していく。 

平均 分散
3.12 0.71
3.39 0.59
3.30 0.57
3.05 0.92
3.53 0.59
3.49 0.57
3.42 0.66
3.32 0.73
3.41 0.54

社会で起きている問題が気になることがありますか。

自分は社会の一員だと考えるときはありますか。

これまでの様々な教科の学びを結び付けて考えることはできますか。

学習活動や行事の中で、地域の方や社会人、保護者との関わりは大切だと思いますか。

仲間と共に問題を解決することに価値を感じますか。

社会で起きている問題に、自分の考えをもつことはありますか。

質問内容
総合的な学習の時間の学びに見通しをもつことができていますか。

課題の解決のために、必要なことを選択することができていますか。

課題の解決のために、解決の方法を考えることはできていますか。

あてはまる…４  どちらかというとあてはまる…３   

どちらかというとあてはまらない…２  あてはまらない…１ 

【社会参画力の育みに関連のある質問項目と平均値】 
 


