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研究のキーワード 

「社会に開かれた教育課程」 「真正な学び」 「真正な評価」 「課題発見・解決型学習」 

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・解決型学習である「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。 

○ 思考力を問う問題をすべての考査において出題し，教科の学びが社会とどのようにつながっ
ているかを実感させ，身に付けた思考力を別の文脈で活用させるような問題を作成すること
ができた。また，授業における生徒の思考の深まりを評価する方法を開発した。 

○ 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。 

○ 社会に開かれた教育課程の理念に基づいた，総合的な学習の時間を中核とした教育課程編成
の結果，生徒の思考に一定程度の深まりが見られた。 

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でいかに育てるべき

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付け，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・マネジメントの理念を実現す
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「分からないこと」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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実践推進リーダー 

・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。 

・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。 

・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。 

 



（４）２年間の主な取組 

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。 
・定期考査において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，及び授業において思考力を身に付けさせ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，及び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
での検証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，総合的な学習の時間アンケート，及び「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。 

平

成

30 

年

度 

・平成 29 年度の課題である各教科と実社会のつながりの創出及び総合的な学習の時間と各教
科の環流性の創出，さらには連絡協議会で指摘された点である「他校が思考力の育成に取
り組む際，まず取り組むべき内容は何か」及び「授業における生徒の思考の深まりを見取
る方法の開発」について確認した。 

・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。 

・ICT 機器の活用のため，iPad 研修会を教員全員に対して実施した。 
・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，総合的な学習の時間アンケート，及び「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ディスカッションにおいて，生徒の深まりを見取る取組を行
った。 

・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。 

・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 
  ③生徒の思考の深まりを見取る工夫 
 
 



（２）具体的な研究活動 
 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 
   思考力を転化させ，現実の場面で生きて働く力とするために導入した新単元「社会探究 PBL」

では，昨年同様，大学教授や地域，行政など，社会からの指導や評価を多く採り入れ，学びの
真正性を高めた。さらに，学びを深めるために，発表と評価のサイクルを多く採り入れ，らせ
ん状に学びが深まる工夫をした。発表と評価のサイクルの１つとして，シンガポール研修旅行
でのフィールドワーク及び James Cook University での協働学習では，フィールドワークで学
んだことを発表し，学生に評価してもらうなど，グローバルな視点から地域課題を考える機会
を設けた。 

  ②各教科における学ぶ意義の創出 
   昨年に引き続き，各教科においても課題発見・解決学習を採り入れる取組をした。昨年度職

員研修会で共有した QFT は，とりわけ課題発見のプロセスにおいて有効であり，多くの授業
で用いられるようになった。また，本年度から iPad を 48台導入し，例えば Google Street を
用いて教科書に出ている町を擬似的に歩かせたりするなど，様々な工夫が見られるようになっ
た。 

 イ 真正な評価 
  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つの枠組みに基づいて設定し，それらの評価の基準を策定した。
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
表記しており，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った。また，本
年度 iPad の導入を契機として，Classi という学習プラットフォームを生徒全員が使えるよう
に環境を整え，ポートフォリオをデジタル化するよう検討を始めた。 
②各教科における評価 

   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
質の高い問題を作成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，現実の文
脈で活用することを求めるような問題の在り方を検討した。実技教科では，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ようにし，それを用いてパフォーマ
ンス評価を実施している。 

  ③生徒の思考の深まりを見取る工夫 
   授業における生徒の思考の深まりを評価する方法として，ディスカッションの自己評価を導

入した。具体的には，ディスカッションをしながら，「分かったこと」「疑問に思ったこと」「違
うなと感じたこと」を箇条書きの形でメモを取らせた。この３点は，それぞれ理解→既存の知
識・理解との相違の気付き→新たな知識・理解の評価・相対化とつながっており，思考の深ま
りを確認できると考えた。また，メモの個数や記述内容を記録しておくことで，単元の前後で
思考の深まりを見取ることができると考えた。 

 
（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・能力のルーブリック（評価の基準）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た

PDCA，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，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，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。 



 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（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（「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） 

○ 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基に，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，思考力をはじめ各教科において育成すべき資質・能力を明らかにすると
ともに，その評価の基準を策定することができた。 

○「社会探究 PBL」を実施した２学年の生徒は，思考力に係る自己評価における肯定的回答が平
成 29 年度，30年度ともに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（課題について構想を立て，実践し，評価・改善す
ることができる）をした生徒の全体に対する割合（％） 
 平成 29年度 平成 30年度 
 １学期末 ２学期末 １学期末 ２学期末 
１年生 15.0 16.1 11.5 14.6 
２年生 19.8 25.1 14.4 24.0 
３年生 30.5 31.6 15.7 21.8 

○国立教育政策研究所による「論理的思考生徒質問紙」における思考力に係る質問の肯定的回答が

向上した。 

 カ「自分の考えを筋道立てて説明できる」における肯定的回答の全体に対する割合（％） 

 H29 ４月 H29 ７月 H29 12 月 H30 ３月 H30 ７月 H30 12 月 
１年  67.0 74.9 
２年 68.9 76.3 76.3 76.5 80.3 84.7 
３年 68.9 79.5 76.9 79.5 82.7 83.2 

旧３年 73.6 90.8 87.7  
全体 70.9 81.9 80.1 77.9 76.5 80.9 

○授業における思考の深まりを見取る工夫をすることができた。 
●生徒が総合的な学習の時間と各教科のつながりを十分に意識することができず，外部の資源の活
用が総合的な学習の時間のみに留まった。 

●評価についての課題を，外部資源と本校とが十分共有することができなかった。 
●総合的な学習の時間と各教科との環流をカリキュラム・マップを用いて可視化しようとしたが，

思考力に係る部分は一定程度可視化できたが，その他の資質・能力については完成させることが

できなかった。 

 

４ 今後の取組 

○これまでの社会探究 PBL で培ってきた地域との連携を発展させ，社会課題の解決に取り組んで
いる外部人材を，カリキュラムの実施，評価，改善の場面で積極的に活用し，学びの真正性を高
める。 

○思考力に限らず，各教科で育成する資質・能力を明確に設定するとともに，その資質・能力が総
合的な学習の時間でどう活用されていくのかを整理することにより，各教科と総合的な学習の時
間の環流を創出する。 

 


