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すぐに取り組まなければならないこと（学校全体で・学年部で）

①今年度の教育活動の評価・改善

②教育課程の編成

③編成内容の確認（新年度）

④実施前の打ち合わせ

・資質能力
・教育活動（探究のプロセス）
・指導の在り方
・学習対象、内容



すぐに取り組まなければならないこと（学校全体で・学年部で）

□ 学校の教育目標と総合的な学習の時間の目標が関連付いているか確認する

□ 学校として取り組む総合的な学習の時間の内容を検討する
□１）学校として目標の実現のために定めた探究課題は

分析的・具体的に示されているか確認する
□２）学校として定めた探究課題は、横断的・総合的な学習としての性格を

もっているか確認する
（各教科等の見方・考え方、各教科等の資質・能力の活用・発揮）

□ 探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力が具体的に
示されているか確認する

□ 年間や単元など、時間や内容のまとまりを見通して、各学年１～３程度の
単元づくりを行う

□ 外部の教育資源がリスト化されているか確認する

□ 生徒の学習評価方法・場面を検討する

□ 学びの連続性・接続を踏まえた、校区の小学校との情報交換を行う
（探究課題、育成を目指す資質・能力）

思考力，判断力，表現力等知識及び技能 学びに向かう力，人間性等
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１ 改訂の趣旨と要点

２ 学習指導の改善・充実

３ 総合的な学習の時間と
カリキュラム・マネジメント
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１ 改訂の趣旨

探究のプロセスを意識した学習活動に取り
組んでいる児童生徒ほど各教科の正答率が
高い傾向

（全国学力・学習状況調査、ＯＥＣＤ調査）

成果（前回改訂）

探究的な学習活動に取り組んでいる
児童生徒の割合の増加

【解説Ｐ.５】
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１ 改訂の趣旨

資質・能力の育成や各教科等との関連に
学校による差

課題（前回改訂）

「整理・分析」「まとめ・表現」の充実

【解説Ｐ.５】
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１ 改訂の要点

探究的な学習の過程の一層の重視

各教科等で育成する資質・能力を
相互に関連付け

各教科等を越えた学習の基盤となる
資質・能力の育成

【解説Ｐ.６】
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１ 改訂の要点 第１の目標

探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通し
て，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・能力を
次のとおり育成することを目指す。

(1) 探究的な学習の過程において，課題の解決に必要
な知識及び技能を身に付け，課題に関わる概念を形
成し，探究的な学習のよさを理解するようにする。

(2) 実社会や実生活の中から問いを見いだし，自分で
課題を立て，情報を集め，整理・分析して，まと
め・表現することができるようにする。

(3) 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むととも
に，互いのよさを生かしながら，積極的に社会に参
画しようとする態度を養う。

思考力，判断力，
表現力等

知識及び技能

学びに向かう力，
人間性等

【解説Ｐ.８～17】
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１ 改訂の要点 各学校において定める目標及び内容
【解説Ｐ.18～】

第１の目標，学校の教育目標を
踏まえて定め，育成することを
目指す資質・能力を示す

「目標を実現するにふさわしい
探究課題」，「探究課題の解決
を通して育成を目指す具体的な
資質・能力」を示す

教科等を越えたすべての学習の
基盤となる資質・能力が育まれ，
活用されるようにする

他教科等で身に付けた資質・能
力が総合的に働くようにする
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学校の教育目標の設定

子どもの実態や
教師の願い

めざす子どもの姿

学校の教育目標

中津市立山口小学校 10



学校の教育目標と総合的な学習の時間の目標（佐伯市立松浦小学校）

第１の目標
（学習指導要領）

学校の教育目標

あなたとわたしの夢の花を咲かせよう

重点目標（目指す子ども像）

学びの花 絆の花 健康の花

基礎的・基本的な知識及び技能，生活習慣を身に付け，それを他の学習や
生活場面で生かす児童の育成

思いや願いの実現や課題の解決に向けて，様々な視点に沿って考えたり，
主体的に判断したりして，創造的に学ぶ児童の育成

自分の学びや生活を振り返り，自分自身のよさに気付き，さらに自分の
くらしを豊かにしていこうとする児童の育成

知・技

思・判・表

学びに向かう力

総合的な学習の時間の目標

探究的な学習のプロセスの中で，よりよく課題を解決するための知識や技能を身に付け，問題
解決的に学ぶことのよさを理解するとともに，地域の「ひと」「こと」「もの」に関して，自らの生き
方に結びつく概念を形成し，学びや生活に生かせるものとして理解を深める。

地域や地域に関わる自分の願いを実現するために，問題場面に気付き，課題を立て，情報を
集め，観点に応じて整理・分析したり，判断したりすることで対象を捉え直すとともに，必要な
言葉を選び，情報を的確に伝えたり，受け取ったりする表現力を育成する。

願いの実現に向けて取り組む中で，対象と繰り返し関わり，その面白さや価値を実感したり，
願いや目標を更新したりするとともに，他者と協働的に学習に取り組む中で，学んだ内容や自
分のよさに気付き，それを生かして自らの生活を高めていこうとする態度を育成する。

知・技

思・判・表

学びに
向かう力
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１ 改訂の要点 各学校において定める目標の改善

第１章 総則 第２の１ 各学校の教育目標と教育課程の編成
１ 各学校の教育目標と教育課程の編成

教育課程の編成に当たっては，学校教育全体や各教科等における指導を通
して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ，各学校の教育目標を明確にする
とともに，教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有さ
れるよう努めるものとする。その際，第４章（小は第５章）総合的な学習の
時間の第２の１に基づき定められる目標との関連を図るものとする。

第４章 総合的な学習の時間 第２ 各学校において定める目標及び内容
３ 各学校において定める目標及び内容の取扱い

(1) 各学校において定める目標については，各学校における教育目標を
踏まえ，総合的な学習の時間を通して育成を目指す資質・能力を示す
こと。

【解説Ｐ.66 】目標の設定例は

【解説Ｐ.23～】
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１ 改訂の要点 各学校において定める内容の改善

３ 各学校において定める目標及び内容の取扱い
(４) 各学校において定める内容については，
目標を実現するにふさわしい探究課題，探究課題の解決を通して
育成を目指す具体的な資質・能力を示すこと。

【解説Ｐ.27，29】
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１ 改訂の要点 各学校において定める内容の改善
【解説Ｐ.27～】

探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力
目標に示された資質・能力を，探究課題に即して具体的に示したもの

学習方法どのような概念の
形成を期待するか

自分自身
他者社会

新設

【解説Ｐ.74～ 】詳細は 14



学年 第１学年（50） 第２学年（70） 第３学年（70）

探究課題
地域の水産業の現状や問題点と，それに携
わる人々の努力や工夫，生き方

身の回りの高齢者福祉の在り方や，その暮ら
しを支援する仕組みや人々の取組

地域のまちづくりや地域活性化のために取
り組んでいる人々や組織

知識及び技能

・地域の水産業に携わるAさんが，地域の特
産である●●をおいしく食べてもらうた
めの取り組みを進めていること。（努
力）

・●●を生産する人，販売する人，消費す
る人といった様々な立場の人が存在する
こと。（多様性）

・商品は，多様な立場の人々の需要や供給
のバランスによって成り立っていること
（相互性）

・我が国の水産業は様々な課題を抱えてお
り，その課題が自分たちの生活と関わっ
ていること（影響） などが分かる

・世の中には高齢者や身体に障がいがある人
など．様々な人々が暮らしていること（多
様性）

・すべての人々が安心して快適に道具や建物
を使用したり，まちで生活したりできるこ
と（公平性）

・様々な人々の立場に立って身の周りのもの
を見つめ直し，生活を工夫すること（連携
性）

・身の周りの高齢者の暮らしを支援する人々
や組織があり，対象者のニーズに合わせた
具体的な取組を進めていること（創造性）
などが分かる

・まちの人口の減少や少子高齢化が影響を
及ぼしていること。（一般共通性，地方
特殊性）

・地域を活性活性化するためのアイディア
や具体的な取組があること（創造性）

・まちづくりを推進する人々や機関が存在
し，それぞれが関わり合いながら役割を
果たしていること。また，これまでもま
ちの活性化のために尽力してきたこと
（連携・努力）

・価値観やライフスタイルの変化に伴う消
費者のニーズの多様化が影響を及ぼして
いること（背景，原因，影響，関係性）
などが分かる

・情報を比較，分類，関連付けて考えるな
ど，探究の過程に応じた技能を身に付け
ている。

・情報を多面的に見る，考えを具体化するな
ど，探究の過程に応じた技能を身に付けて
いる。

・情報を構造化する，抽象化するなど，探
究の過程に応じた技能を身に付けている。

思
考
力
，
判
断
力
，
表
現
力
等

課題の設定
・自分たちを取り巻く社会に広く目を向けて，活動の意図や目的を明確にしたりして課題を見出している。
・解決の方法や手順を考え，見通しをもって計画を立てている。

情報の収集
・目的に応じて手段を選択し，情報を収集し適切な方法で蓄積している。
・他者の意見や課題解決の方向性から，必要な情報を取捨選択している。

整理・分析
・問題状況における事実や関係を把握し，分類して多様な情報にある特徴を見付けている。
・事象や考えを比較したり因果関係を推論したりして考え，視点を定めて多様な情報を分析している。

まとめ表現
・調べたり考えたりしたことをまとめ，相手や目的，意図に応じて論理的に表現している。
・国語科や外国語科等で身に付けた技能を活用して表現している。

振り返り
・学習の仕方や進め方を振り返り，学習や生活に生かそうとしている。
・振り返りの観点を自己で設定して活動を振り返り，次の活動に生かそうとしている。

学
び
に
向
か
う
力
，
人
間
性
等

主体性 ・自分の意思で目標をもって課題の解決に向けた探究活動に取り組もうとしている。

協働性 ・自他のよさを生かしながら協力して問題の解決に向けた探究活動に取り組もうとしている。

自己理解 ・探究的な活動を通して，自分の生活及び地域との関わりを見直し，自分の特徴やよさを理解しようとしている。

他者理解 ・探究的な活動を通して，異なる意見や他者の考えを受け入れ尊重しようとしている。

社会参画 ・探究的な活動を通して，進んで実社会・実生活の問題の解決に取り組むとともに，積極的に地域の活動に参加しようとしている。

※各学校が実践を重ねて概念的知識とは
どのようなものかを明らかにすることが大切！

学習方法に関すること

自分自身に関すること
他者や社会とのかかわりに関すること

15

ここが
ポイント！

概念

１ 改訂の要点 各学校において定める内容の改善

16



演習２ 「生徒に身に付いた力」「今後、生徒に身に付けさせたい力」を書き出してみましょう

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 学びに向かう力、
人間性等

身
に
付
い
た

い
ま
ひ
と
つ
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１ 改訂の要点 各学校において定める内容の改善
【解説Ｐ.69～】

四つの課題 探究課題の例

横断的・総合的な
課題

（現代的な諸課題）

地域に暮らす外国人とその人たちが大切にしている文化や価値観（国際理解）

情報化の進展とそれに伴う日常生活や社会の変化（情報）

地域の自然環境とそこに起きている環境問題（環境）

身の回りの高齢者とその暮らしを支援する仕組みや人々（福祉）

毎日の健康な生活とストレスのある社会（健康）

自分たちの消費生活と資源やエネルギーの問題（資源エネルギー）

安心・安全な町づくりへの地域の取組と支援する人々（安全）

食をめぐる問題とそれに関わる地域の農業や生産者（食）

科学技術の進歩と社会生活の変化（科学技術） など

地域や学校の特色に
応じた課題

町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織（町づくり）

地域の伝統や文化とその継承に力を注ぐ人々（伝統文化）

商店街の再生に向けて努力する人々と地域社会（地域経済）

防災のための安全な町づくりとその取組（防災） など

生徒の興味・関心に
基づく課題

ものづくりの面白さや工夫と生活の発展（ものづくり）

生命現象の神秘や不思議さと，そのすばらしさ（生命） など

職業や自己の将来に
関する課題

職業の選択と社会への貢献（職業）

働くことの意味や働く人の夢や願い（勤労） など

探究課題
各学校が内容として定める

学習対象

(1)探究的な見方・考え方を働
かせて学習することがふさ
わしい課題であること

(2)その課題をめぐって展開さ
れる学習が，横断的・総合
的な学習としての性格をも
つこと

(3) その課題を学ぶことによ
り，よりよく課題を解決し，
自己の生き方を考えていく
ことに結び付いていくよう
な資質・能力の育成が見込
めること
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日常的な活動

専門家の必要性

詳しく知る
必要性

学びを
広げる
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協議・演習１ 「職業・勤労」を対象として、具体的な活動や対象の結び付きを考えてみましょう

職業の選択と働くことの意味、
働く人の夢や願い

20

生徒に学んでほしいこと（学習事項）

単元の終わりで期待する生徒の姿

職場体験
職場訪問

見学会
職業調べ

種類

インタビュー職業観

自己の適性
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①職業による自己実現と社会貢献
②自分自身の夢や適性と職業の選択

③自分自身の職業的将来展望を模索する
取り組み
④地域で働く人の存在とその夢や願い
⑤地域社会を支える様々な職業や機関
⑥経済的自立と働くことの意味 など

生徒に学んでほしいこと（学習事項：例）

課題意識を連続させる

整理・分析場面 ・比較 ・分類 ・関連付け ・多面的にみる など

22自己の適性



「働く」ことのイメージ

23

24

特別活動

総合的な学習の時間

学級活動（３）一人一人の自己実現とキャリア形成

職業の選択と働くことの意味、働く人の夢や願い

自己の適性 職業人講話

職場体験 自己の生き方

職業人インタビュー

題材

探究課題

意思決定

疑問
深めたい内容等



１ 改訂の趣旨と要点

２ 学習指導の改善・充実

３ 総合的な学習の時間と
カリキュラム・マネジメント
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２ 学習指導の改善・充実 第３の１ 指導計画の作成にあたっての配慮事項

その際，生徒や学校，地域の実態等に応じて，生徒が探究的
な見方・考え方を働かせ，教科等の枠を超えた横断的・総合的
な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習を行うなど創意工夫
を生かした教育活動の充実を図ること。

年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中
で育む資質・能力の育成に向けて，生徒の主体的・対話的で深
い学びの実現を図るようにすること。

【解説Ｐ.35～】

【解説Ｐ.103～】総合的な学習の時間の学習指導については 26



２ 学習指導の改善・充実 主体的・対話的で深い学び

各教科等における見方・考え方を総合的に活
用して，広範な事象を多様な角度から俯瞰して
捉え，実社会・実生活の課題を探究し，自己の
生き方を問い続けること

探究的な見方・考え方
【解説Ｐ.６】

【解説Ｐ.103】詳細は

各教科等で身に付けた資質・能力を活用・発揮
する学習場面を生み出す探究的な学習の過程を
一層充実

27

２ 学習指導の改善・充実 主体的・対話的で深い学び
【解説Ｐ.106】

主体的な学び 対話的な学び

◇学習活動を発展的に繰り返
していく過程を重視

◇課題設定，振り返りの充実

◇異なる多様な他者との協働
◇外界との相互作用
→自らの考えを広げ深める

学びの充実

深い学び

◇探究的な学習の過程の質的向上

28



「深い学び」を実現する教師の手立て

田村学、「深い学び」P.183 2018、東洋館出版社

知識の習得

知識の吟味と把握

自問自答・
熟考の態度

構造化された板書

発問

開かれた問い

学びの場づくり

知識の活用・発揮

探究のプロセス

リアルな課題設定

意図ある課題設定

教科の専門性の研究

明示的な指導

共感的な傾聴の態度

学習活動の工夫

教材の研究

教師の指導

指導計画の作成

深い学び

１ 指導計画の作成

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。
（1） 年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む資質・能力
の育成に向けて，生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。
その際，生徒や学校，地域の実態等に応じて，生徒が探究的な見方・考え方を働
かせ，教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく
学習を行うなど創意工夫を生かした教育活動の充実を図ること。

□子どもにとって意味のある一連の問題解決のまとまりになっているか

□子どもの意識や思考の流れに沿った構成になっているか

□習得・活用・探究のバランスを意識した単元構成であるかどうか

□単元の前半で獲得する知識は何か、
単元の後半で活用し発揮する知識は何か、明らかになっているか

□導入、展開、終末の各場面で工夫すること、行うこと、欠かせないことは何か

田村学、「深い学び」pp.174～177 2018、東洋館出版社



２ 教材の研究

□どのような資質・能力の育成を目指しているのか

□どのような教材を扱うのか

□教材として、どのような価値があるのか

□どのように教材化して授業で扱うのか

□単元や学習過程として、どのように構成するのか

田村学、「深い学び」pp.178～179 2018、東洋館出版社

田村学、「深い学び」pp.179～183 2018、東洋館出版社

３ 教師の指導

直接的な指導 間接的な指導

子どもの主体性教師の指導性

Ex.
発問
板書 等

Ex.
学習環境
学習形態 等

意図的・明示的
状況を整える
仕掛けて待つ

相乗効果

主体的・対話的で深い学び

子どもの立場に立ち、
学習者の目線で授業を考える



総合的な学習の時間 見直しのポイント

資質・能力

課題解決
目的達成

手応え感覚→学びに向かう力
①充実感
②達成感
③自己有能感
④一体感 など

到達点の明確化

探究の高度化・自律化

33

学習の質の向上⇒探究の高度化・自律化（教師の指導をつくる、振り返る視点）

探究の高度化
①目的と解決の方法に矛盾がない（整合性）
②適切に資質・能力を活用している（効果性)
③焦点化し深く掘り下げている（鋭角性）
④幅広い可能性を視野に入れている（広角性）

探究の自律化
①自分にとって関わりが深い課題になる（自己課題）
②探究の過程を見通しつつ，自分の力で進められる（運用）
③得られた知見を生かして社会に参画しようとする（社会参画）

34



探究的な学習の各プロセス １）課題の設定

３カン＋１

◆ 時 間

◆ 空 間

◆ 違和感

◆ 憧 れ

35

36

問題の発見と解決に向けて

平成３０年度グローバルリーダー育成塾 鈴木大樹氏講演資料に一部付加したもの

構造的に考える／自分事に引き付ける（課題に対して主体にする）

問題点の抽出・列挙

問題は？

いま具体的にどのような
問題が存在しているか？

あるべき姿の明確化

本来は？

理想的な状態とは、
どのような状態か？

真因の究明

その問題が起きた原因・
真因は何か？（分析！）

原因は？

結果の予測

問題を解決したら、
どのような変化が
具体的に起こるか？

将来は？

あるべき姿の明確化

問題を解決する
手段は何か？

対策は？

Theme（テーマ）、現状



原因を分析していないケース

原因を分析しているケース

問題

対 策

対 策

対 策

対 策

問題解決

低確率・・・

問題

原 因

原 因

原 因

原 因

原 因

原 因

対 策

対 策

対 策

対 策

問題解決

高確率

37平成３０年度グローバルリーダー育成塾 鈴木大樹氏講演資料に一部付加したもの

探究的な学習の各プロセス ２）情報の収集

課題解決のために

◆ どんな情報を

◆ どんな方法で

書籍、インターネット、実験・観察、追体験、
フィールドワーク、インタビュー、アンケート 等

目的や意図に応じて
方法を吟味して

◆ 各教科等との関連

38



探究的な学習の各プロセス ３）整理・分析

収集した情報を処理して再構成する

◆ 情報は多様（量、質）

◆ 情報を吟味する

◆ 処理方法、処理環境

◆ 考えるための技法と
思考ツールのマッチング

39

統計的（定量的）に処理

◇本時で考えることの「目的」「内容」「方法」をマッチさせる
◇言語活動が重要
◇ツール活用が目的化しないように 40



研修で思考ツールを活用41

探究的な学習の各プロセス ４）まとめ・表現

自分（たち）の考えとして表現

◆ 「伝えたい」意思

◆ 伝える内容

◆ 伝える方法

◆ 相手意識・目的意識

◆ 各教科等との関連
42



43

◇「活動の目的や伝えたいことの内容」とマッチした
「表現方法」とは？

44



探究的な学習の各プロセス 振り返り（適宜位置付ける）

学びの自覚化・共有化

◆ 場面設定（授業、単元･･）

◆ 文字言語で刻む

◆ 体験（活動）と言葉の関連

◆ 蓄積する

◆ 見取る、活かす
45

「探究」とは
児童生徒自らが様々な場面で

①学習の課題を設定する
②課題の解決に必要な情報を収集する
（目的や意図に応じて方法を選択する）
③収集した情報を目的に沿って整理分析する
④学習を振り返りながら成果等をまとめ、
正解が絞れないときには
最適な解や納得できる解を求めて
新たな課題を設定していく

⑤上記①～④を異なる文脈の中でも目的に応じて
活用していく

※野口徹，平成30年度上北地方小学校教育研究会 生活科・総合部会冬季研修会講義資料を基に作成
46



１ 改訂の趣旨と要点

２ 学習指導の改善・充実

３ 総合的な学習の時間と
カリキュラム・マネジメント

47

４ 各学校においては，児童や学校，地域の実態を適切
に把握し，
①教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教

科等横断的な視点で組み立てていくこと，
②教育課程の実施状況を評価してその改善を図ってい

くこと，
③教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保

するとともにその改善を図っていくこと

などを通して，教育課程に基づき組織的かつ計画的に
各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと（以下
「カリキュラム・マネジメント」という。）に努める
ものとする。

第１ 小学校教育の基本と教育課程の役割

48



49

内容等を教科等横断的な視点で組み合わせていく （例：単元配列表） 【冊子版解説P.93】

50田村，2017.9.7 深い学びを実現する教科等別協議会

内容等を教科等横断的な視点で組み合わせていく （例：単元配列表） 【冊子版解説P.93】

「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」
「学びに向かう力，人間性等」

何をつなぐか？

シンプルにつなぐ
（１）重点化（①中核となる教科等 or ②中心となる能力）
（２）精選（強い関係に限定）

どのようにつなぐか？

単元名

予定時数 主な学習活動



地域の川の現実についての理解を確かなものとする（個別課題探究の例）

A：川にあるごみの量や種類
B：川に生息する生き物
C：川の汚れ調査

課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現

A：川辺、中州、川底、橋の下など場所に分け
て回収

B：上流、中流、下流に生息する生き物を採集
C：水質調査キットを用いて調査

A：ゴミの状況を種類ごとに重さで数値化、場所ごとの違い
をグラフ化
B：採集した生き物を図書館やインターネット等で特定し、
地図に整理
C：温度や透明度、汚れ度合いなどを数値化し、測定場所ご
とに表で整理

【○○川調査結果交流会で成果を
伝え合う】
ワークショップ、ポスターセッ
ション、ワールドカフェ方式など、
表現内容に応じた方法を工夫しな
がら成果を伝え合い、川の現実に
ついての理解を確かにする
→次の探究プロセスへ

○○川の姿を捉える視点を見いだし、自分の課題を立てる

次のプロセス
「○○川に働きかける」

はじめのプロセス
「○○川の現実を知る」

資質・能力
概念的知識

51

地域の川の現実についての理解を確かなものとする（個別課題探究の例）

探究プロセス A B C
○○川の姿を捉える視点を見いだし、自分の課題を立てる

課題の設定 川にあるごみの量や種類 川に生息する生き物 川の汚れ調査

情報の収集 川辺、中州、川底、橋の
下など場所に分けて回収

上流、中流、下流に生
息する生き物を採集

水質調査キットを用い
て調査

整理・分析 ゴミの状況を種類ごとに
重さで数値化、場所ごと
の違いをグラフ化

採集した生き物を図書
館やインターネット等
で特定し、地図に整理

温度や透明度、汚れ度
合いなどを数値化し、
測定場所ごとに表で整
理

まとめ・表現 【○○川調査結果交流会で成果を伝え合う】
ワークショップ、ポスターセッション、ワールドカフェ方式など、表現内容
に応じた方法を工夫しながら成果を伝え合い、川の現実についての理解を確
かにする

→次の「課題設定」へ

【社会】
川の地形を地図から
読み取る
ゴミを類別する基準
を決める

【理科】
川を「流れの速さ」
「深さ」「川底の様
子の違い」など環境
の違いで捉え、調査
に反映する

【算数】
適切な単位を用いて
重さを測定する
必要な要素を考え、
表やグラフで表現す
る

【国語】
相手や内容に応じて、
内容や順序を構想し
発表する
自分の考えとの相違
点などを考えながら、
他者の発表を聞く

【基盤】
情報活用能力
（デジカメ等に
よる記録、イン
ターネット等に
よる情報検索
等） 52



成果と課題を次年度につなぐ
（カリキュラム・マネジメント）

職場選択
連携

各教科等

授業設計

成果

単元計画

探究プロセス

53

【事例（側面③）】
教育内容と教育資源の組み合わせを見据えて校内研究体制を整備している取組

（高知県Ａ中学校）

54

Ａ中学校 校内研究組織

研究推進委員会

学力向上部会 総合学習活性化部会 学習環境充実部会

校長・教頭・探究主任・研究副主任

探究主任・研究副主任・各部長

教頭・事務職員を中核に

●Ａ中スタンダード
●アクティブ・ラーニング
●ＩＣＴの活用
●学習評価
●家庭学習の充実

●総合全体計画
●総合年間計画
●探究活動イメージ図
●学習評価
●ＭＩＲＡＩノート

●ＩＣＴの整備
●予算計画・執行
●講師依頼等渉外活動
●学校・教室環境の整備
●掲示板の管理

探究推進委員会
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〇総合全体計画 資質・能力見直し
確認
共有

資質・能力
点検

資質・能力
点検

〇総合年間計画 今年度の活動の評価
確認
共有

展開案作成
（学年部）

２学期から
の
展開案作成

〇探究活動イメージ図 点検・修正

〇学習評価 資質・能力の視点から評価 成果物の蓄積と共有 評価方法の検討

〇MIRAIノート 評価資料として活用 好事例ノートの共有
活用方法
説明

〇ICTの整備
次年度の
計画提案

〇予算計画・執行
次年度の
計画提案

〇講師依頼等渉外活動
外部講師案
作成

〇学校・教室環境の整備 片付け
総合で使う
教室整備

〇掲示板の管理
必要なら
予算要求

管理担当
者
決定

１学期の
活用状況確
認・共有

２学期の
活用状況確
認・共有

２月

今年度の講師等の活用状況を整理

好事例の共有

状況等確認

探究活動に合わせて活用

実施しながら、探究活動イメージ図に書き込み

１２月１１月１０月９月８月

次年度の教育課程編成

次年度の教育課程編成

今年度版イメージ図の作成と共有

実施

今年度の予算執行状況確認

部会

必要な機材等の調査

必要な予算の調査

学習活動に応じて活用

探究活動に合わせて活用

１月内容／月

学習状況の評価（多様な評価）
ポートフォリオ、表現活動、観察、制作物、自己評価、相互評価、他者評価等

探究活動に合わせて活用

必要なアプリや機器等の整備を計画的に

必要に応じて執行

７月６月５月４月３月

学習活動に応じて活用

実施しながら計画を修正、変更
（それらは朱書き）

講師等の
情報共有

総
合
学
習
活
性
化
部
会

学
習
環
境
充
実
部
会

今年度の活用状況調査

年間の作業イメージ（例）

C A P D C A P D

特別活動と総合的な学習の時間の特質

特別活動 総合的な学習の時間各教科等で身に付けた資質・能力を総合的に活用・発揮
しながら，生徒が自ら現実の課題の解決に取り組む

体験的な学習

協働的な学習

自己の生き方に
ついての考えを
深める

実践 探究

・物事の本質を探って
見極めようとする
一連の知的営み
・横断的、総合的、
探究的に学ぶ

・話し合って決めたことを実践
・学校、家庭を含めた日常の
生活の中で，現実の課題の解決
に生かす
・実践的に取り組む

「解決」：実生活における，現
実の問題そのものを改善する

「解決」：一つの疑問が解決さ
れることにより，更に新たな問
いが生まれ，物事の本質に向
けて問い続けていくもの

目指しているものそのものが本質的に異なる（解説Ｐ35）

合意形成

意思決定

56



要件を満たした上で学校行事を探究の過程に位置付け、指導の効果を高める

◇ 育成を目指す資質・能力の具体化・明確化
◇ 探究的、横断的・総合的な学習
◇ 探究課題との関連

職場体験

修学旅行

課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現

課題

情報

整・分

ま・表

課題

情報

整・分

ま・表修学旅行

修学旅行

文化祭

57

四つの課題 探究課題の例（小学校 解説Ｐ73） 探究課題の例（中学校 解説Ｐ69） 探究課題の例（高等学校 ＨＰ版解説Ｐ88）

地域に暮らす外国人とその人たちが大切にしている文化や価値観（国際理解） 地域に暮らす外国人とその人たちが大切にしている文化や価値観（国際理解） 外国人の生活者とその人たちの多様な価値観（国際理解）

情報化の進展とそれに伴う日常生活や社会の変化（情報） 情報化の進展とそれに伴う日常生活や社会の変化（情報） 情報化の進展とそれに伴う経済生活や消費行動の変化（情報）

身近な自然環境とそこに起きている環境問題（環境） 地域の自然環境とそこに起きている環境問題（環境） 自然環境とそこに起きているグローバルな環境問題（環境）

身の回りの高齢者とその暮らしを支援する仕組みや人々（福祉）  身の回りの高齢者とその暮らしを支援する仕組みや人々（福祉）  高齢者の暮らしを支援する福祉の仕組みや取組（福祉）

毎日の健康な生活とストレスのある社会（健康） 毎日の健康な生活とストレスのある社会（健康） 心身の健康とストレス社会の問題（健康）

自分たちの消費生活と資源やエネルギーの問題（資源エネルギー） 自分たちの消費生活と資源やエネルギーの問題（資源エネルギー） 社会生活の変化と資源やエネルギーの問題（資源エネルギー）

安心・安全な町づくりへの地域の取組と支援する人々（安全） 安心・安全な町づくりへの地域の取組と支援する人々（安全）

食をめぐる問題とそれに関わる地域の農業や生産者（食） 食をめぐる問題とそれに関わる地域の農業や生産者（食） 食の問題とそれに関わる生産・流通過程と消費行動（食）

科学技術の進歩と自分たちの暮らしの変化（科学技術）  など 科学技術の進歩と社会生活の変化（科学技術）   など 科学技術の発展と社会生活や経済活動の変化 （科学技術） など

町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織（町づくり） 町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織（町づくり） 地域活性化に向けた特色ある取組（町づくり）

地域の伝統や文化とその継承に力を注ぐ人々（伝統文化） 地域の伝統や文化とその継承に力を注ぐ人々（伝統文化） 地域の伝統や文化とその継承に取り組む人々や組織（伝統文化）

商店街の再生に向けて努力する人々と地域社会（地域経済） 商店街の再生に向けて努力する人々と地域社会（地域経済） 商店街の再生に向けて努力する人々と地域社会（地域経済）

防災のための安全な町づくりとその取組（防災）   など 防災のための安全な町づくりとその取組（防災）  など 安全な町づくりに向けた防災計画の策定（防災）    など

実社会で働く人々の姿と自己の将来（キャリア） 文化や流行の創造や表現（文化の創造）

ものづくりの面白さや工夫と生活の発展（ものづくり） ものづくりの面白さや工夫と生活の発展（ものづくり） 変化する社会と教育や保育の質的転換（教育・保育）

生命現象の神秘や不思議さと，そのすばらしさ（生命）  など 生命現象の神秘や不思議さと，そのすばらしさ（生命） など 生命の尊厳と医療や介護の現実（生命・医療）  など

職業の選択と社会への貢献（職業）  職業の選択と社会貢献及び自己実現（職業）
働くことの意味や働く人の夢や願い（勤労）  など 働くことの意味や価値と社会的責任（勤労）   など

職業や自己の将来に
関する課題

横断的・総合的な課題
（現代的な諸課題）

地域や学校の特色に
応じた課題

児童生徒の興味・関心
に基づく課題

１ 改訂の要点 各学校において定める内容の改善

小学校小学校 中学校中学校 高等学校高等学校
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