
令和元年度 第１回深い学びを実現する教科等別協議会

「総合的な学習の時間」 事例発表

令和元年5月31日（金）

佐伯市立鶴谷中学校 小野寛也

本日の発表内容

１ はじめに
（鶴谷中・佐伯市のこれまでの「総合的

な学習の時間」への取り組みについて）

２ 学校全体の取り組み

３ 実践事例【２年生（現３年生）】

４ おわりに

１ はじめに

鶴谷中・佐伯市のこれまでの「総合的

な学習の時間」への取り組みの背景

佐伯市立鶴谷中学校について

ふるさとに学び、未来予想図を描いて
『鶴谷のチカラ』を発揮する生徒

学校教育目標

特徴
・３つの小学校区
・徒歩通学，自転車通学（少数）
・H2９年度より「鶴谷中学校区
コミュニティースクール」を発足

学校規模
・生徒数 ５０８名
・１７学級（内特別支援２学級）
○佐伯市の中心部に位置し、佐伯市
内では最も生徒数の多い中学校。



佐伯市の人口 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

＜予想＞ 76,951 75,674 68,380 63,713 59,032 54,434 49,942

佐伯市の人口は、毎月約６０～１００人ずつ、減り続けています。

出典：『日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）』

佐伯市 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
20～39歳女性の人口予想 6,726 5,748 5,037 4,700 4,554 4,210 3,741

対2010年の割合 100% 85% 75% 70% 68% 63% 56%

先生、この子が大人になったとき「30年後」は、どういう世
の中になっていると教えてあげたらいいんですか？
「夢」や「希望」がもてる世の中ですか？

今、向き合わなければならない佐伯市の状況

現在：7１,252人

佐伯市について 佐伯市について

佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略
（平成27年10月）策定

施策：地域ぐるみの子育て体制の充実

○学校を核とした「ふるさと創生」の取組
（地域と協働し、地域を知る取組）

学校を核とした「ふるさと創生事業」

生活科及び総合的な学習の時間を要に、
地域の特性を踏まえ、地域の「ひと・も
の・こと」を活用しながら、学校を核と
した地域の活性化を推進する取組をとお
して、ふるさとへの愛着やほこりを育み、
夢や希望をもってふるさとの
未来を創造する資質と能力を
そなえた人材の育成をめざす。

佐伯市について

平成２８年度に、
「学校を核としたふるさと創生に係る
『総合的な学習の時間』」の研究モデル
校の指定。

佐伯市立鶴谷中学校について

『総合的な学習の時間』を創造する「グランド
デザイン」を策定し、実践・研修を行っている。



佐伯市立鶴谷中学校について

２ 学校全体の取り組み

① 資質能力系統表

② 教科単元配列表

③ 年度またぎの教育課程

④ 評価

① 資質能力系統表

① 資質能力系統表

・（13年間を見通した）育てたい力の明確化

・到達点の明確化
（最終ゴールはもちろん、各プロセスでのゴールも）



学校の教育目標と総合的な学習の時間の目標、育成を目指す資質・能力を関連付ける

【学校の教育目標】
・ふるさとに学び、未来予想図を描いて「鶴谷のチカラ」を発揮する生徒の育成
①知・徳・体の調和のとれた生徒 ②自尊感情をもち、互いのよさや違いを認めつつ、協力し合う生徒
③想像力を働かせ、自分で決め、行動できる自立した生徒

【総合的な学習の時間の目標】
１ 自ら課題を見つける意欲を向上させるため、身近な事象から課題を見つけさせ、
体験や探究活動を通して、自ら学び、自ら考える力を育てる。
２ 各教科および特別活動で身につけた知識や技能等を相互に関連付けて、生き方
や社会への関わり方のよりよい方向性を共同して考える能力や態度を育てる。

【育成を目指す資質・能力】

学校の教育目標、
学校で定めた総合の目標、
佐伯市が定めた資質・能力を踏まえて、
学校として定めた具体的な資質・能力

【13年間を見通した資質・
能力】
＊佐伯市が定めたもの

＜学習活動（単元）＞

① 資質能力系統表（佐伯市版）

１３年間を見通した，幼児教育・生活科・総合的な学習の時間における育成を目指す資質・能力系統表 

「ふるさと創生事業」で目指す姿 ふるさとを愛し，ふるさとの未来を創造する力 

  

校   種 幼稚園 小学校 中学校 高等学校 

段   階            

視  点 資質・能力が身についた 
園児・児童・生徒の全体像 資質・能力が身についた園児・児童・生徒の姿 

何を理解している

か，何ができるか 
（生きて働く「知識・

技能」の習得） 

知識・技能 

○ふるさとのもの・人やそれらに

対する思い・願いを理解してい

る。 
○探究の過程に応じた技能を身に

つけている。 

豊かな体験を通じて，

感じたり，気付いたり，

分かったり，できるよ

うになったりする。 

「知識及び技能の基

礎」 

ふるさとには何があるか，それが

どのような関係にあるか気付く。 
自分自身の成長に気付く。 
活動や体験を通して，習慣や技能

を身につけている。 

ふるさとには何があるか，その特徴

がわかる。 
情報を比較・分類するなど，探究の過

程に応じた技能を身につけている。 

ふるさとで暮らす人々やその土地の良

さがわかる。 
情報を比較・分類・関連づけるなど，探

究の過程に応じた技能を身につけてい

る。 

ふるさとと社会との関わりがわか

る。 
情報を比較・分類・関連づけ・多面的

にみるなど，探究の過程に応じた技

能を身につけている。 

ふるさとと自分との関わりがわかる。 
情報を比較・分類・関連づけ・多面的・構

造化するなど，探究の過程に応じた技能を

身につけている。 

理解していること・

できることをどう使

うか 
（未知の状況にも対

応できる「思考力・判

断力・表現力等」の育

成） 

課題の設定 
○物事を多面的に見たり考えたり

して，課題を設定し追究してい

る。 
気付いた 

ことや，で 

きるように 

なったこと 

などを使い， 

考えたり， 

試したり， 

工夫したり， 

表現したり 

する。 

「思考力， 

判断力， 

表現力等の 

基礎」 

ふるさとに関心を持っている。 
身体全体でふるさとと関わってい

る。 
すすんでふるさとに働きかけてい

る。 

自分の関心からふるさとについての

課題を設定し，解決方法を考えて追

究している。 

ふるさとの思いをふまえて課題を設定

し，解決方法や手順を考え，見通しを

持って追究している。 

ふるさとと社会との関わりを考えて

課題を設定し，仮説を立てて検証方

法を考え，追究している。 

ふるさとの未来に向けた課題を設定し，立

てた仮説に適合した検証方法を明示して

追究している。 

情報の収集 ○多様な着眼点から情報を収集し

ている。 
教師の支援により手段を選択し，情

報を収集している。 
自分なりの手段を選択し，情報を収集

している。 
目的に応じて手段を選択し，情報を

収集している。 
目的に応じて臨機応変に適切な手段を選

択し，情報を収集している。 

整理・分析 
○自分の考えを，経験や知識と結

びつけて分類・整理するなどして

情報を扱っている。 

比較したり分類したりして対象を

捉えている。 
違いに気付いたり良さを生かした

りして他者と関わり合い，試した

り予測したりして創造している。 

問題状況における事実や関係を，事

象を比較したり分類したりして理解

し，多様な情報の中にある特徴を見

付けている。 

問題状況における事実や関係を，整理

した情報を関連づけて理解し，多様な

情報の中にある特徴を見付けている。 

複雑な問題状況における事実や関係

を，事象を比較したり因果関係を推

論したりして理解し，視点を定めて

多様な情報を分析している。 

複雑な問題状況における事実や関係を，比

較したり因果関係を推理したりして自分

の考えを形成し，視点を定めて多様な情報

から帰納的・演繹的に考えている。 

まとめ・表現 
○目的や意図に応じて，効果的に

自分の考えをまとめ，表現してい

る。 

まとめたものを相手に伝えたり，

交流したりして，表現している。 
相手に応じてわかりやすくまとめ，

表現している。 
相手や目的、意図に応じてわかりやす

くまとめ，表現している。 
相手や目的，意図に応じて論理的に

表現している。 
相手や目的，意図に応じて根拠を示して論

理的に表現している。 

ふり返り ○探究の過程をふり返り，自己の

学びを深めている。 
活動や体験をふり返り，生活に生

かそうとしている。 
学習したことをふり返り，生活に生

かそうとしている。 
学習の仕方をふり返り，学習や生活に

生かそうとしている。 
学習の仕方や進め方をふり返り，学

習や生活に生かそうとしている。 
学習の仕方や進め方を内省し，現在及び将

来の学習や生活に生かそうとしている。 

どのように社会・世

界と関わり，よりよ

い人生を送るか 
（学びを人生や社会

に生かそうとする

「学びに向かう力・

人間性等」の涵養） 

主体性 ○より高い目標を立て，努力しよ

うとしている。 

心情，意欲，態度が育つ

中で，よりよい生活を

営もうとする 

「学びに向かう力，人

間性等」 

自分のよさや可能性を生かして，

意欲と自信をもって生活しようと

している。 

課題の解決に向けて，探究活動に取

り組もうとしている。 
課題の解決に向けて，探究活動に進ん

で取り組もうとしている。 

課題に誠実に向き合い，解決に向け

て探究活動に進んで取り組もうとし

ている。 

課題に真摯に向き合い，より適切な解決に

向けて探究活動に進んで取り組もうとし

ている。 

自己理解 ○自分の長所や短所を理解し，自

己の生き方を考えている。 

自分のよさや自分のできることに気

付き，課題解決に向けて取り組んで

いる。 

自分らしさを発揮して探究活動に向き

合い，課題解決に向けて取り組んでい

る。 

自分のよさを生かしながら探究活動

に向き合い，責任をもって探究活動

に取り組んでいる。 

自分の特徴を生かし当事者意識を持って

探究活動に向き合い，計画的に着実に探究

活動に取り組んでいる。 

内面化 
○経験したことを自分に生かし，

次の課題に取り組もうとしてい

る。 

探究的な課題解決の楽しさを味わ

い，次の課題に取り組もうとしてい

る。 

探究的な課題解決の経験を自信につな

げ，次の課題へ進んで取り組もうとし

ている。 

探究的な課題解決の経験を自己の成

長と結びつけ，次の課題へ積極的に

取り組もうとしている。 

探究的な課題解決の経験の蓄積を自己肯

定へとつなげ，さらに高次の課題に取り組

もうとしている。 

協同性 
（協働性） 

○課題解決に向けて，他者と力を

合わせて考え，実行しようとして

いる。 身近な人々やふるさとに関わり，

集団や社会の一員として適切に行

動しようとしている。 
身近な自然と関わり，自然を大切

にしたり，遊びや生活を豊かにし

たりしようとしている。 

課題解決に向けて，身近な人と協働

して探究活動に取り組んでいる。 
課題解決に向けて，他者と協働して探

究活動に取り組んでいる。 

課題解決に向けて，互いの特徴を生

かして協同的に探究活動に取り組ん

でいる。 

課題解決に向けて，互いを認め特徴を生か

し合い，協同的に探究活動に取り組んでい

る。 

他者理解 
○自分と異なる意見に耳を傾け，

様々な立場の人から学ぼうとし

ている。 

自分と異なる意見や考えがあること

を知り，探究活動に取り組もうとし

ている。 

異なる意見や他者の考えを受け入れな

がら，探究活動に取り組もうとしてい

る。 

異なる意見や他者の考えを受け入れ

ながら，探究活動に向き合い，互いを

理解しようとしている。 

異なる意見や他者の考えを受け入れなが

ら，探究活動に向き合い，互いを尊重し理

解しようとしている。 

地域貢献 
○伝統・文化の継承，ふるさと・

社会との繋がりや発展について

考えている。 

自分とふるさととのつながりに気づ

き，ふるさとの活動に参加しようと

している。 

自分とふるさととのかかわりを考えな

がら，進んでふるさとの活動に参加し

ようとしている。 

ふるさとと自分・社会とのかかわり

を考えながら，積極的にふるさとの

活動に参加しようとしている。 

ふるさとと自分とのあり方を考えながら，

よりよい社会の実現に向けて活動に参加

しようとしている。 

佐伯市教育委員会 
学校を核とした「ふるさと創生プラン」作成会

議 

幼

児

期

の

終

わ

り

ま

で

に

育

っ

て

ほ

し

い

10 
の

姿 

ふるさとであそぶ ふるさとにふれる  ふるさとを感じて・知る  ふるさとについて考え・伝える ふるさととともに未来を描く ふるさとに向けて行動に生かす 

① 資質能力系統表（鶴谷中版） ① 資質能力系統表（鶴谷中版）

佐伯市が示す
資質・能力

鶴谷中の実態にあわせ、
策定した資質能力



資質能力系統表

成果（改善）
・育てたい力の明確化。（授業の拠りどころ）
・育てたい力からの逆算による授業デザイン。

課題（条件）
・育てたい力の具体化。（各活動に応じた）
・育てたい力の（絶え間ない）検討。

① 資質能力系統表（鶴谷中版）

② 教科単元配列表

・各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。

・教科等を越えた全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。

② 教科単元配列表

② 教科単元配列表 ② 教科単元配列表（各教科等→総合）

【2年生】

外国語（英語）
4月 道案内をしよう

総合
9月 自主研修
（佐伯市活性化の

ヒントをつかむ）

いろいろな質問をすることを

通して、必要な情報を聞き

取る。



② 教科単元配列表（総合→各教科等）

【2年生】

総合

9月 自主研修

国語

9月「自主研修を100倍楽

しむ方法のポスター

を書こう」

（＊H25 全国学力学習状況

調査授業アイデア例を参考に）

目的に応じて、必要な情報

を取捨選択する。

② 教科単元配列表（総合→教科等）

特別活動
望ましい学習ムード作り

学習目標づくり

ラスト
スパート!?

登校日前日

冬休み学習の振り返り

③ 年度またぎの教育課程

教科単元配列表

成果（改善）
・各教科等での学びの活用・表現の場が生まれる。
・総合→各教科等での生徒の意欲の向上。
・総合での学びの日常化。
（話し合い活動・思考ツールの活用など）

課題（条件）
・教科単元配列表の改善
（活動内容→資質・能力ベースへ）
・重複する各教科等の関連の整理。

③ 年度またぎの教育課程

・学習（課題）の継続。

・学年総合（学級を解いた）の在り方。

③ 年度またぎの教育課程



③ 年度またぎの教育課程

1年次 2年次 3年次

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９
１
０

１
１

１
２

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
１
０

１
１

１
２

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９
１
０

１
１

１
２

１ ２ ３

１
年

２
年

３
年

佐伯の働く人

佐伯の活性化のために

今、私たちにできること

これまでの教育課程

課題 ・学年間のつながり。（学年単発の活動）
・年度始めの活動の停滞。

③ 年度またぎの教育課程

1年次 2年次 3年次

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
１
１
１
２ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１
０
１
１
１
２ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１
０
１
１
１
２ １ ２ ３

１
年

２
年

３
年

佐伯の働く人

佐伯の活性化のために

今、私たちにできること

年度またぎの教育課程

例「将来、佐伯に住みたいか」（1年次）→
「将来、住みたい佐伯にするためには」（2年次）

1年次の「まとめ・表現」
と2年次の「課題設定」を
同時進行にする。

2年次の「まとめ・表現」
と3年次の「課題設定」を
同時進行にする。

③ 年度またぎの教育課程

年度またぎの教育課程

成果（改善）
・学びの連続性。（学年間にまたがる活動）
・年度始めの活動の活性化。

課題（条件）
・学級を解いた学年総合。
（課題別グループによる活動。適した内容や人数）
・年度間の接続。（担当・情報交換等）

④ 評価

・課題設定（見通し）と振り返りの充実。
＊ 適切な評価を行うことで、ＰＤＣＡを回すこと
ができる。

④ 評価



④ 評価

資質能力系統表に
評価を位置づける

④ 評価

○情報収集
○整理分析
（思考判断）
○表現・まとめ
○学びに向かう力

・人間性
の４つのルーブ
リック

＊学びに向かう力・人間
性は、結果ではなく学習
過程や活動を評価

評価

成果（改善）
・生徒の目指す姿の理解の促進。
・教員間の評価規準（基準：ルーブリック）の
（一定程度）の統一。

課題（条件）
・評価に追われる指導。 （評価のための評価）
・評価規準（基準：ルーブリック）の
（絶え間ない）検討。

④ 評価

３ 実践事例

「佐伯市の活性化のために」

２年生【現３年生】



２年生テーマ『佐伯の活性化のために』

第１クール：『佐伯市の特色と課題を研究する』

第２クール：『佐伯と京都を比較してヒントを探す』

第３クール：『佐伯市への提言を作ろう』

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

実践事例

総合的な学習の時間ガイダンス（課題設定）６月８日（金）

実践事例

開校記念講演会記念（課題設定） ５月２８日（月）

「グローカルな
視野を持とう」

岩佐礼子さん（鶴谷の先輩）

今年度のテーマ 先輩の活動（市長への提言）

君たちも市長に
提言したい？

実践事例

総合的な学習の時間ガイダンス（課題設定）６月８日（金）

したくない。

先輩と同じこと
をしても面白く
ない。

先輩たちが提言を
したけど、特に何
も変わっていない
ような。

市長さんに提言して
も…。他の人に発信
した方がいいことも
ありそう。

ガイダンスにして

「市長への提言」
案消滅!?

実践事例

生徒の意識

「佐伯が好き」
「佐伯の自然は変わらないで欲しい」
「佐伯には不便なところもあるけれど、
良いところ も頑張っている人もいる。
変化して良さがなくなる くらいならば、
変化せずに今の良いところが残ってい
る方が良い。（変わらなくても良いん
じゃない？）



２年生テーマ『佐伯の活性化のために』

第１クール：『佐伯市の特色と課題を研究する』

第２クール：『佐伯と京都を比較してヒントを探す』

第３クール：『佐伯市への提言を作ろう』

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

実践事例

ここで立て直そう！
by ２年部教員

実践事例

59.1

40.9

佐伯は変わった方が良いか？

変わらない方が良いか？

変わった方が良い

変わらなくても良い

自主研修後の生徒の意識

少し見えてきた

本気!?

２年生テーマ『佐伯の活性化のために』

第１クール：『佐伯市の特色と課題を研究する』

第２クール：『佐伯と京都を比較してヒントを探す』

第３クール：『佐伯市への提言を作ろう』

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

課題設定 情報収集 整理分析 まとめ・表現

実践事例

形が整うほど、
現実から乖離していく。

腹をくくってやり直そう
by ２年部教員

実践事例

佐伯市現状学習講演会（情報収集）９月２８日（金）

佐伯市の厳しい側面につい
ても語ってもらう。

顔つきが変わる



実践事例

・佐伯市の人口が30年後に約42，000人になるという
こと。（すごく人口が減ること。）

・2004年をピークに、1年間に約1，000人、佐伯市の
人口が減っていること。

・30年後には高齢者が佐伯市全人口の４７％くらい
（２人に1人は高齢者）になるということ。

・このままだと佐伯市が消滅する可能性があること。

・人口減少によって、生活関連サービスの減少、空き
家の増加、学校の統廃合などの影響が出る。

講演を聞いて印象的だったこと。初めて知ったこと等

危機感

佐伯市現状学習講演会（情報収集）９月２８日（金）

実践事例

92.8

7.2

佐伯は変わった方が良いか？

変わらない方が良いか？

変わった方が良い

変わらなくても良

い

佐伯市現状学習講演会（情報収集）９月２８日（金）

何とかしなければ

でも、どうすれば
いいの!?

実践事例

地域の方へのアンケート実施（１０月）

校区内の方にアンケート
実施。

（１０月上旬約２週間）

２０代・３０代・４０代・
５０代・６０代・７０代の
年代別で、

およそ４００人の

方から回答をいただく。

実践事例

地域の方へのアンケート実施（１０月）

地域協育コーディ
ネーターによる

地域・家庭との連携

アンケート実施について

学校 → 地域教育 → 区長 → 地域の方々

コーディ
ネーター ＊CSの取り組みの成果



実践事例

地域の方へのアンケート実施（１１月）

集計 整理・分析

分析・まとめ 発表・共有

実践事例

テーマ別活動（１１月）

アンケート内容の共有後
佐伯市活性化のテーマ（３０年後の佐伯市のために今自
分たちにできることは何か）を設定。

○地域情報発信
○健康増進
○安全安心
○国際交流・共生
○子育て

実践事例

希望するテーマを選び、その中で更に小項目を設定。

○地域情報発信
①佐伯市中心部②上浦③直川④鶴見⑤米水津⑥本匠⑦蒲江⑧宇目
⑨弥生

○健康増進
①ランニング＆ウォーキングコース②健康イベント企画・参加
③栄養たっぷり弁当作り④体操・軽運動推進⑤運動できる場所

○安全安心
①備蓄倉庫を調べる②街灯③道路(整備）④防災マップ

○国際交流・共生
①(佐伯在住の外国人との)交流会②観光動画（外国語版）
③パンフレット作成（佐伯に住んでいる外国人のための）
④パンフレット作成（外国人観光客向け）

○子育て
①公園整備②授乳室等の調査・整備③木のおもちゃ作り
④子育てマップ⑤子どもの遊びを考える
⑥保育所と幼稚園のマップを作る

テーマ別活動（１１月）

実践事例

おおまかな取り組みの整理

フィールドワーク企画

テーマ別活動（１２月～３月）



実践事例

フィールドワーク１回目

実践事例

テーマ別活動（企画書作成）

フィールドワーク（情報収集）を終えて整理分析

内容が変わるグループも。

例 安心・安全（街灯）
市役所での聞き取りで費用等の話がでる。
対費用効果の視点を得て、自分たちの考えを見
つめ直す。

試行錯誤の重要性
～誤答の中に価値がある～

実践事例

テーマ別活動（企画書審査会）

「だめ出し」
を受け、

より本気に!!

実践事例

フィールドワーク企画

フィールドワーク等２回目



実践事例

今年度も活動は継続中

４ おわりに

「最初は教師が先導しても良いが、途中から
は伴走者にならなければならない。」

「指導案通りに進まなくて良い。教師のプロ
グラムから解き放たれる。自由度のある、子
どもの自主性を生かした学びを。」

野田敦敬愛知教育大学副学長

学び①

子どもにとっても、教師にとっても
創造的活動の場。

学習対象に対する理解を教師も深める！

「教材研究」「教師間の共有」

が大切。

学び②



拠り所となるのが

「育てたい力」
（鶴谷中では資質能力系統表）

子どもの持つ力を「育てる」。

子どもの持つ力が「育つ」。

学び③
CM 是非、鶴谷中の生徒の様子を見

に来てください。

日本生活科・総合的学習教育学会
第28回全国大会大分大会

令和元年 ６月15日（土）
９：００～ 公開授業

（１学年・２学年・３学年の授業）

＊当日受付大丈夫です!!

ご静聴ありがとうございました。

ふるさと佐伯が、心に宿った大人に


