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平成30年度教育研究大会（2018.６.15）

新学習指導要領の趣旨を実現する教育の展開
〜カリキュラム・マネジメントを支える「評価」の工夫〜

開 校 昭和22年4月1日

教員数 常勤：18名（大学教授と兼務の校長を含む）

非常勤（教科）：8名

生徒数 316名（平成３０年度）
（第1学年104名、第2学年103名、第3学年109名）

※平成２６年度入学生徒から３５人学級へ移行

特色
ある
取組

BYODによるchromebookの活用
※校内各所にアクセスポイント設置（関係者専用Wi-fi）
※活用時間や場所を固定しないシームレスな活用

本校の概要

http://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku_hak_chu/HP

Facebook https://www.facebook.com/huefzhak/

E-mail gunji.naotaka@h.hokkyodai.ac.jp

文部科学省「早寝早起き朝ごはん推進校事業」推進校・国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成 30 年度教育課程研究指定校事業 (中
学校数学/カリキュラム・マネジメント)」・パナソニック教育財団「平成29年度(第43回)実践研究助成特別硏究指定校」・日本財団/東京大学海
洋アライアンス海洋教育促進研究センター/笹川平和財団海洋政策研究所「海洋教育パイオニアスクールプログラム」
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１．研究主題設定の理由（冊子pp.3-4）

2

「新学習指導要領の趣旨を実現する教育の展開」
（平成29年度〜平成31年度）

研究主題

平成28年12月21日 中央教育審議会 答申
平成29年 3月31日 新学習指導要領 告示
平成29年度 「周知・徹底」期間
平成33年度 全面実施（中学校）

平成33年度 次期「中学校学習指導要領」全面実施

新学習指導要領の趣旨を実現する
「新学習指導要領のモデル校」としての役割

「国の先端的研究校、大学の教育実習の機関としての機能、
地域の中核となる学校としての役割」



各学校は、学校教育目標等を実現するために、

・学校として育成を目指す資質・能力を明らかにする
・そのためにふさわしい教育内容を構成する という手続きで 教育課程 を編成

２．研究の経緯（冊子pp.5-12）

3

『学びの地図』に基づいた各教科等の単元のデザイン
（平成29年度）

研究１年次
研究副主題

中教審答申（H28.12.21）・新学習指導要領（H29.3.31）

「学校教育を通じて子供たちが身に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容など
の全体像を分かりやすく見渡す」役割

「学びの地図」子供、保護者、地域、社会の関係者が活用できるもの

単元や題材のまとまり（＝長期的な視野）の中で、子供たちが「何ができるよ
うになるか」を明確にしながら、学習内容と学びの過程を組み立てていく。

資質・能力の育成を目指すために、
単元において学習内容や学習方法等を構成すること

＝「単元のデザイン」

単元や単位時間にどのような役割を担わせるのかを明確にする。



２．研究の経緯（冊子pp.5-12）

本校が育成を目指す資質・能力の設定

「年間単元配列シート」の作成

「資質・能力シート」の作成

単元のデザイン（「単元デザインシート」の作成）

評価・検討

授業実践

4
カリキュラム（各シート）の改善



２．研究の経緯（冊子pp.5-12）

本校が育成を目指す資質・能力の設定

資質・能力の「三つの柱」

生きて働く「知識・技能」

未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」

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」

5

中教審答申（H28.12.21）・新学習指導要領（H29.3.31）

育成を目指す資質・能力

各教科等における指導を通して育まれる資質・能力

学習の基盤となる資質・能力

現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力
c)市民として求められる

資質・能力

a)各教科等の資質・能力

b)情報活用能力



２．研究の経緯（冊子pp.5-12）

中学校３年間でどの時期にどの単元を指導するのか、
３年間のその教科等での単元の配列を示す

教科等横断的な取組のために、
すべての教科等で共通の様式として作成する

6

「年間単元配列シート」の作成



２．研究の経緯（冊子pp.5-12）

7

「資質・能力シート」の作成

本校が育成を目指す資質・能力
のうち、その単元でとくにどの
資質・能力の育成を目指すのか
を明らかにする

教科等横断的な取組のために、
すべての教科等で共通の様式
にて作成する

シートの文言は、学習指導要領
の「内容」と中教審答申「別添
資料」「別紙」を参照した



２．研究の経緯（冊子pp.5-12）

8

新学習指導要領（H29.3.31）

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１章 総則 第２ 教育課程の編成

１ 各学校の教育目標と教育課程の編成）

単元のデザイン（「単元デザインシート」の作成）

探究的な学習の視点を持ち、意図的・計画的に各教科等の
単元をデザインする

探究の過程は「課題の設定」「情報の収集」
「整理・分析」「まとめ・表現」とする



２．研究の経緯（冊子pp.5-12）

研究１年次の結果

①「年間単元配列シート」と「資質・能力シート」の整備

②「資質・能力シート」の再構成による「『情報活用能力』育成
のためのカリキュラム表」の整備

③カリキュラム・マネジメントにおける「目標のマネジメント」
のための具体的方策の開発

④教科等横断的な取組のための具体的な方略の開発

成

果

②すべての単元の「単元デザインシート」が整備できていない

①音楽科、技術・家庭科、特別活動の「資質・能力シート」が整備
できていないことと、それによって当該教科等を「『情報活用能
力』育成のためのカリキュラム表」の整備へ反映できていない

③カリキュラムや実践に対する評価や改善に取り組めていない

④「市民として求められる資質・能力」に関する議論が不十分

成

果

9



３．２年次研究副主題（冊子pp.12-14）
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カリキュラム・マネジメントを支える『評価』の工夫
（平成３０年度）

研究２年次
研究副主題

カリキュラム・マネジメント

生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現
に必要な教育の内容等を教科横断的な視点で組み立てて行くこと

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

教育課程の実施に必要な人的または体制を確保するとともに
その改善を図っていくこと

研究１年次の課題 「成果を評価し、カリキュラムの再構成や授業改善に
つなげることで新たな教育を築いていく」こと

編成・実施したカリキュラムに対する評価と適切な改善を
日常的・単元ごとに取り組んでいくための考え方と
具体的な方策等を検討し、取り組んでいく。



３．２年次研究副主題（冊子pp.12-14）

本校が育成を目指す資質・能力の設定

「年間単元配列シート」の作成

「資質・能力シート」の作成

単元のデザイン（「単元デザインシート」の作成）

評価・検討

授業実践

カリキュラム（各シート）の改善
11



４．研究の目的と目標（冊子p.14）

目的 中教審答申や新学習指導要領の趣旨を実現するための
中学校における教育の展開

目標 新学習指導要領全面実施の前年度（平成32年度）に、教育
課程編成等において参考となる「学びの地図」等の完成

５．研究体制
（冊子p.14）

12



６．研究内容（冊子pp.14-18）

13

(1)単元のデザイン時における評価計画の立案

美術科 単元デザインシート

評価資料・情報の意図的・計画的な収集に努める

『評価資料・情報』を
いつ収集しようとしているかを示す

単元デザインシートに「得ようとする
『評価資料・情報』」を設定する。

(3)評価の場での議論の
材料として活用する



６．研究内容（冊子pp.14-18）

(2)①単元前における資質・能力シートの学習者への提示

その単元で育成を目指す資質・能力を生徒に示す

「学ぶことの意義を自覚
する手掛かり」として

「学びの見通しを持って
学習に取り組むもの」として

生徒にとってわかりやすく
工夫された伝え方で

「自己の学習を振り返るため
の拠り所」として

(2)②単元後の学習者による自己評価の実施

評価規準に基づいて生徒が自らの学習を振り返る

外国語科 単元デザインシート 単元デザインシートにおいて、
設定した資質・能力が実現された生徒の状況を

評価規準として具体的を設定する。 14



６．研究内容（冊子pp.14-18）

(2)②単元後の学習者による自己評価の実施

自己評価はgoogleフォームを活用して実施する

実施や回収、データの分析等が容易な
googleフォームを活用して

単元ごとでの自己評価を実現する。 15



６．研究内容（冊子pp.14-18）

(3)単元（カリキュラム）の評価と改善

デザイン・実施した単元が、資質・能力の育成に資するものと
なり得ていたかを評価する取組を、継続的・日常的に行うために

「どのように」すれば、単元の評価を継続的・日常的な取組にできるのか？

カリキュラムや授業
に対する評価

日常化が難しい・研究授業等のイベント化
根拠とする資料に乏しく主観のみ

「何を」を用いれば、単元の評価を継続的・日常的な取組にできるのか？

・教科を担当する教員が校内に２名以上在籍していれば、定期的な機会を
設定して評価・改善を検討することができるが、１名のみでは難しい。

・複数の教員が同じ場に一同に会して同じ時間を共有することが難しい。
・ICTの活用の可能性（クラウド上での議論、インターネット電話サービス）

・カリキュラムの編成や授業を評価するためには、何を収集し、どのよう
に用いるべきなのか？

・ワークシートやノートの記述、作品、映像、画像など
・他にカリキュラムと授業の評価に活用できる「モノ」はないか？ 16



６．研究内容（冊子pp.14-18）

(3)単元（カリキュラム）の評価と改善

「改善」の方向性として、「『次年度の同じ単元』の改善」
と「『今年度の次の単元』の改善」を見据える

17

単元A

単元A

今
年
度

次
年
度

評
価

今回の実践で見つけた課題をもと
に、次年度以降に同じ単元をやる
ときにはこんなふうに編成・実践
しよう！

単元B

今回の実践で見つけた課題をもとに、
今年度の次の単元では、こんなところに
気をつけて編成・実践してみよう！



６．研究内容（冊子pp.14-18）

(1)単元のデザイン時における評価計画の立案

評価資料・情報の意図的な計画と収集に努める

(2)①単元前における資質・能力シートの学習者への提示

その単元で育成を目指す資質・能力を生徒に示す

(2)②単元後の学習者による自己評価の実施

評価規準に基づいて生徒が自らの学習を振り返る

自己評価はgoogleフォームを活用して実施する

(3)単元（カリキュラム）の評価と改善

デザイン・実施した単元が、資質・能力の育成に資するものと
なり得ていたかを評価する取組を、継続的・日常的に行うために

18

「改善」の方向性として、「『次年度の同じ単元』の改善」
と「『今年度の次の単元』の改善」を見据える



７．その他の取組（冊子pp.18-19）

19

(1)道徳科を見据えた授業実践の蓄積

(2)本校としての「市民として求められる資質・能力」の設定と
その育成の中核としての特別活動の改善

(3)探究的な学びを創るためのリレー講演会「ツキイチプロジェクト」



８．今後の研究の取組と展開（冊子p.20）

20

育成を目指す３つの資質・能力の関係性の整理・明確化

現在は３つの資質・能力を個別・独立のものとしてアプローチ

しかし、３つの資質・能力に重複する部分や関連する部分が
多いことが本研究を通して明らかになってきている

それぞれの「資質・能力が身に付いている」とはどのような
状態であるかの整理と、資質・能力の再整理が必要

学習の基盤となる資質・能力としての「言語能力」へのアプローチ

「単元デザインシート」の蓄積と「年間単元配列シート」
「資質・能力シート」との電子的な整備

日常的に取り組むことのできるカリキュラムの評価・改善の
具体的な方策の蓄積



本校の研究推進のために
皆様からのご意見をお願いいたします。

http://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku_hak_chu/

本研究の成果等は本校HPで公開しています。
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