
 

令和元年度研究成果中間報告書                 【新規：令和元～２年度指定】 
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研究課題番号・校種名 ２（３）高等学校 

領域名 カリキュラム・マネジメント 

研究課題 

 

学校全体で取り組む研究課題 

（３）資質・能力を育むために，教育課程に基づき組織的かつ計画的に教育活動の質

を高める実践研究（効果的なカリキュラム・マネジメントに関する実践研究） 
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 （574 人） 

所在地（電話番号） 広島県呉市山手一丁目５－１ （0823-22-7788） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://www.kuremitsuta-h.hiroshima-c.ed.jp 

研究のキーワード 

「学びに向かう力」 「真正な学び」 「ＰＤＣＡサイクル」 「教科横断」 「外部資源」 

研究結果のポイント 

○学校評価や授業評価アンケート，質問紙による「マクロＰＤＣＡ」と，授業における評価や思

考力問題研究を軸とした「ミクロＰＤＣＡ」の二つのＰＤＣＡサイクルを実現することができ

た。 

○総合的な探究の時間において，課題発見・解決を中心とする探究学習を導入することを通して，

教科横断的な要素を一定程度取り入れることができた。 

○外部資源を活用することで，本校の目指す「学びの真正性」が高まり，生徒の本気度や学びに

向かう力の向上につなげることができた。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

学びに向かう力を高める総合的な探究の時間のカリキュラム・マネジメントに関する研究 

－外部資源の活用による真正な学びの実現を目指して－ 

（２）研究主題設定の理由 

本校では，「身の回りの諸課題に対して自ら探究し，かつ協働して果敢に取り組み，既存の枠を

越えて行動できる生徒」の育成を目標に，社会の課題について探究するプロジェクト学習（社会探

究 Project Based Learning〔以下「社会探究プロジェクト」〕）をこれまで総合的な学習の時間にお

いて行ってきた。しかし，「社会探究プロジェクト」での「学びの真正性」を十分に高めることが

できていないことから，生徒が「社会探究プロジェクト」と教科とのつながりを十分見いだすこと

ができず，学びに向かう力の着実な育成に結び付いていないという課題があった。 

そこで，学びの真正性を高める手法として，カリキュラム・マネジメントの側面の一つである，

外部資源の有効活用に着目し，「社会探究プロジェクト」のカリキュラムの改善を行うこととした。 

具体的には，これまでの「社会探究プロジェクト」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す

ることで，学びの真正性を高めることができると考えた。 

このように「学びの真正性」を高める具体的な取組を進めることにより，生徒が学ぶ意義や意味

を理解し，教科のつながりを見いだしながら自立的に学びを進めるようになり，そのことが学びに

向かう力の育成へとつながると考え，研究主題を設定した。 

 

（３）研究体制 
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・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い，その内容を全体で共

有する。 

・GAYA Project（ガイヤ・プロジェクト）とは，分掌における「部」ではなく，分掌・学年を横断

した総合的な探究の時間をマネジメントするチームである。全ての分掌から，また学年から２名

ずつ選び，教務主任・学年主任は，指導的立場で所属する 12 名のチームである。このチームが

中心となって総合的な探究の時間の評価・内容の検討，取組後の分析・検証を行う。 

・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，研究を推進する中核的な存在として

主幹教諭が担う。 

・外部資源は，大学（関西学院大学，広島大学，広島国際大学，広島工業大学等），呉市の中学校，

呉市教育委員会，地域，学校運営協議会，姉妹校などからなる。 

 

（４）１年目の主な取組 

令

和

元

年

度 

・これまでの「論理的思考」に係る６年間の研究のプロセスや成果と課題について，全体で

共有するとともに，本研究の方向性について確認した。 

・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について確認・再検討した。 

・授業後の生徒の振り返りや授業評価アンケートの自由記述等から，生徒の実態や課題を把

握し，授業の内容や展開の計画・改善に反映させた。 

・毎回の定期考査において，思考力を問う評価問題を全ての教科で出題し，結果の分析を各

考査後の教科会及び教科主任会で共有することを通して，学校全体の取組とした。 

・外部資源の活用から得られた評価を，GAYA Project や学年会で共有・分析し，単元の改善

に活用した。 

・各学期末に授業評価アンケートや総合的な探究の時間アンケートを実施した。その分析は，

教科主任会や GAYA  Projectにおいて行った。 

・総合的な探究の時間における「社会探究プロジェクト」において，大学教授によるワーク

ショップ等を二回実施した。また，夏季休暇中を中心に生徒が主体的にフィールドワーク

を行い，地域の方々と対話を繰り返した。 

・校内研修を実施し，総合的な探究の時間と各教科のつながりについて年間評価計画を活用

しながら全体で議論を行った。 

・シンガポール修学旅行では，シンガポール国立大学の学生との協働学習や，地元企業の現

地支社の協力を得たフィールドワークを実施した。 

・「社会探究プロジェクト」のポスターセッションでは，60名を超える地域や大学，保護者等

の参加があり，探究学習の評価をいただいた。 

・今年度の取組を踏まえ，来年度の総合的な探究の時間の単元を検討した。 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

ア 「深い学びと教科横断的かつ社会とつながる学び」 

  ① 各教科における「深い学び」 

  ② 教科横断的かつ社会とつながる学び 

 イ 外部資源の活用 

  ① 真正な学び 

  ② 真正な評価 

 ウ 学びに向かう力の評価 

  ① 生徒の学びに向かう力を見取る工夫 

（２）具体的な研究活動 

 ア 「深い学びと教科横断的かつ社会とつながる学び」 

① 各教科における「深い学び」 

   本校で育成する資質・能力の中核をなす力である思考力の育成を目指した評価問題作成及び

深い学びを目指した授業づくりを全教科で推進した。指導と評価の一体化の観点から，考査に



 

出題した思考力問題については，教科を越えて分析を行い，授業の在り方についても個人及び

全体で検討した。 

② 教科横断的かつ社会とつながる学び   

   各教科の「深い学び」を基盤としながら，社会の在り方・私の生き方と結び付いた，教科横

断的な学びの中心が，総合的な探究の時間における単元「社会探究プロジェクト」である。こ

の学習は，地域課題を自ら見出し，フィールドワークや協働学習を通して，その解決や改善策，

社会の在り方について探究するものである。 

   また，校内研修では，総合的な探究の時間と各教科との結び付きについて，資質・能力の関

係性の視点から議論を行った。「情報を比較する力」「批判的に思考する力」「レジリエンス」

等多くの資質・能力が相互に関連していることを確認した。「教科横断的かつ社会とつながる

学び」には，教科の枠組みにとらわれない視点が重要であり，その視点を全体で共有すること

ができる機会であった。 

 

イ 外部資源の活用 

① 真正な学び 

   本校の目指す「真正な学び」は，思考力をはじめとする資質・能力を現実の場面で転化させ，

生きて働く力とする学びを意図している。そこで，「社会探究プロジェクト」では，生徒が主

体的に大学教授の研究室や一般企業，地元の起業家等へアポイントメントをとり，実社会の現

状や課題を改めて見つめることで学びを深め，探究の焦点化につなげることができた。また，

シンガポール修学旅行では，「社会探究プロジェクト」のテーマに基づきながらシンガポール

国立大学の学生とのディスカッションやフィールドワーク等を行い，自らの学びをグローバル

な視点から相対化することができた。化学的な実験を取り入れた班や，歴史的な視点から考察

する班などもあり，社会をフィールドに学ぶことを通して，生徒の学びの本気度が高まり，各

教科の学びと有機的に結び付けることができた。 

② 真正な評価 

フィールドワークでは，生徒の提案に対して，「その解決策は既に取り組まれている」「取 

組の意義は何か」といった厳しい評価をいただいた。この評価を基に生徒は探究の練り直しを 

行い，ポスターセッションに臨んだ。ポスターセッションでは，実際に生徒の発表を聴いてい 

ただき，質問や意見を投げかけていただくとともに，配付した評価シートにも感想を記入いた 

だいた。この評価を受け，改めて探究の到達度を確かめ，呉市議会・呉市役所との意見交換会 

や個人レポートの執筆を進めた。 

ウ 学びに向かう力の評価 

① 生徒の学びに向かう力を見取る工夫 

   学びに向かう力を見取る工夫として，ディスカッションにおける思考の深まりについての評

価を行った。「学んだ点」「疑問に思った点」「違うなと思った点」という三つの項目のうち，

自己と他者の差違への気付きである「疑問に思った点」と，差違の評価から自己主張につなが

る「違うなと思った点」を学びに向かう力の高まりを示すものと位置付け，「社会探究プロジ

ェクト」の中で行われた６月の中間報告会と 11 月のポスターセッションで生徒の変容を数値

的に見取った（後掲【表２】参照）。 

（３）ＰＤＣＡサイクルへの取組について（任意） 

ア 「マクロＰＤＣＡ」（＝研究全体に関わるＰＤＣＡ） 

   本校は，今年度からコミュニティ・スクールになったことから，学校運営協議会が発足した。

当協議会では，本校の取組について，地域や有識者から評価をいただくことができ，改善につ

なげた。また，年間二回の授業評価アンケートを実施し，個人・教科・全体で分析を行い，各

教員が授業の実態を把握するとともに，授業づくりの見直しを進めた。 

 イ 「ミクロＰＤＣＡ」（＝個別課題に関わるＰＤＣＡ） 

   平成 25 年度から実施している定期考査に思考力を問う問題を出題する取組を，授業づくり

におけるカリキュラム・マネジメントの中核とした。また，ポートフォリオのような形で自己

評価の推移を見取り，授業の展開に活用する教科もあった。 



 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○学校評価や授業評価アンケート（【表１】参照），質問紙によるマクロＰＤＣＡと，授業における

評価や思考力問題研究を軸としたミクロＰＤＣＡのサイクルを機能させることができた。 

【表１】授業評価アンケート結果抜粋（以下の質問に対する最も肯定的な回答の割合（％）） 

質問１：この授業は，分かりやすいですか。 

質問２：この授業は，思考力を発揮する場面がありますか。    

質問３：この授業は，興味・関心・意欲をわかせてくれますか。 

 

○外部資源を活用したディスカッションを行うことで，学びの真正性が高まり，生徒の本気度や学

びに向かう力の向上につながり，社会の在り方，私の生き方に迫る「教科横断的かつ社会とつな

がる学び」が一定程度実現した（【表２】参照）。 

【表２】ディスカッションにおける思考の深まりに関する評価（１人当たりの記述数（個）） 

 ①中間報告会（６月） ②ポスターセッション（11月） 

学んだ点 1.40 1.85 

疑問に思った点 0.50 1.00 

違うと感じた点 0.05 0.31 

○思考力の育成を目指した評価問題作成及び授業づくりを通して，生徒の課題を踏まえながら見方・考

え方を働かせた「深い学び」が一定程度実現した。 

○総合的な探究の時間における課題発見・解決型の探究学習において，化学的な実験や歴史的思考

を活かした学びが見られ，教科横断的な要素を一定程度取り入れることができた。また，校内研

修を通して，資質・能力の視点で総合的な探究の時間と各教科の結び付きについて共有すること

ができた。 

●外部資源との間で，本校の教育目標や学びを通じて目指す到達点（評価規準），地域の期待につ

いての共有が十分にできておらず，スムーズな連携とはならない場面もみられた。 

●資質・能力の視点で教科の枠を越えた結び付きを共有することができたものの，整理したマッピ

ングの作成にまではいたっていない。また，教科を巻き込んだ総合的な探究の時間のプログラム

や体制が十分には構築できていない。 

●「学びに向かう力」における「主体的に学習に取り組む態度」の変容は十分には見取れていない。 

 
平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 

 
１回 ２回 １回 ２回 １回 ２回 １回 ２回 １回 ２回 １回 ２回 １回 ２回 

質問１ 48.2 50.2 52.8 52.8 57.0 61.7 59.7 61.6 62.0 63.8 63.3 61.5 62.3 64.1 

質問２ 43.2 46.6 47.4 47.9 53.3 59.0 55.5 57.6 57.1 60.7 59.0 57.2 58.5 60.2 

質問３ 39.8 39.9 43.0 42.2 48.7 53.3 51.7 52.8 50.7 53.5 52.6 50.3 53.5 57.7 

 

４ 今後の取組 

○外部資源との間で評価規準を共有する中で，育てたい生徒像のすり合わせを行っていき，より学

びの真正性をより高めていく。 

○資質・能力を軸としたカリキュラム・マップを作成して全体で共有することや，各教科の学びを

より意識した課題発見・解決型の探究学習としていくことで，総合的な探究の時間と各教科，あ

るいは各教科間の環流を創出していく。 

○令和２年度の入学生より，一人一台タブレット端末を所持することが決定しており，各教科や教

科の枠を超えた活用法について検討し，資質・能力の育成へのコミットメントの在り方について

検討する。 

○「主体的に学習に取り組む態度」の評価について，方法や視点について検討していく。 

 

 


