
 

図１ 第２期教育振興基本計画における各論の概要(一部抜粋) 

出所：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/keikaku/detail/1336379.htm） 
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１１１１    研究主題研究主題研究主題研究主題    

（（（（１１１１）主題設定の理由）主題設定の理由）主題設定の理由）主題設定の理由    

        アアアア    教育を取り巻く状況教育を取り巻く状況教育を取り巻く状況教育を取り巻く状況    

21世紀となり，知識基盤社会が到来している。顕著になってきた知識基盤社会では，新しい知識・

情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を

増してきている。このような知識基盤社会化やグローバル化の時代においては，激しい変化や新しい

未知の課題に対し，試行錯誤しながら対応することが求められる。特に，情報技術の進歩がさらに加

速を続け，伝達される情報は累増し，より一層容易に国境を越えていく時代となることが予想される。

そして,誰もが情報を発信し，多様な価値観を受信できるようになっていくと考えられる。多くの新し

い知識や考え方などを知り得る可能性が高まる一方で，このような状況は社会全体の価値観が一変す

るような劇的な変化を引き起こすこともある。先行き不透明で目まぐるしく変化するこれからの社会

を生きていくためには，眼前の問題を自らの課題としてとらえ，よりよく解決していこうとする資質

や能力が求められる。 

 



＜研究仮説＞ 

パフォーマンス評価等の工夫により，学習指導要領に定められた目標等の実現状況をより適切に把

握することができる。 

＜研究仮説の検証＞ 

○結果だけでなく，学習過程を重視した学習評価を行うことができた。 

○学習者の様相を静止画（ペーパーテスト等）のみで捉えるのではなく，常に動きのあるものとし

てとらえるように評価方法や評価のタイミングを工夫することができた。 

○学習者個々に対して長期的に評価を行っていくことの必要性が改めて示された。 

教育界においても，教育基本法の中で｢豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期すること，伝

統を継承し新しい文化の創造を目指す教育を推進すること」が掲げられている。また，学習指導要領

において，小・中学校では，「基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させること，思考力・判断

力・表現力その他の能力を育むこと，主体的に学習に取り組む態度を養うこと，個性を生かす教育の

充実に努めること」が，高等学校では，これらに加えて「創造的な能力を高めること」や「創造性の

基礎を養うこと」など，創造性が重要であることが各教科で掲げられている。 

これらの目指すべき姿に対し具体的な指針として，平成25年４月に中央教育審議会から「第2期教

育振興基本計画について（答申)」が示された。この中で，今後の社会の方向性として，成熟社会に適

合し知識を基盤とする自立，協働，創造モデルとしての生涯学習社会を実現していくことが掲げられ

ている。そして，その実現に向けて各学校段階を貫く視点が設定されている。例えば，社会を生き抜

く力の育成については，図１のように，幼稚園から高等学校までの段階では生きる力の確実な育成を，

次に，大学からの段階では課題探求能力の修得を，そして，生涯全体に渡って自立，協働，創造に向

けた力の修得を目指している。このように各学校の成長段階を通じて，自立，協働，創造に向けた力

を身に付けさせていくことが求められている。 

このような現状を踏まえると，これからの社会には従来の考えやものにとらわれず，新しくよりよ

い考えやものを創り出していく力や態度を身に付けた人材が必要になっている。そのような人材を育

成するためには，中学校の時期においても，主体的に問題の解決に取り組み，学んだことを確実に身

に付け，それらを活用して思考・判断・表現することができるようにしていく中で，創造性の基礎を

培うことが求められている。 

    

イイイイ    研究の経緯研究の経緯研究の経緯研究の経緯    

（１）平成23年度の研究内容    

平成23年度は，次のような研究仮説を立て，実践研究に取り組んだ。 

 

 

 

      

研究の仮説を受けて，各教科等の構想では，新学習指導要領の各教科等の目標などを視野に入れ

たテーマ，目指す生徒の姿，育みたい力，それらを育む具体的な学習指導と学習評価を明確にした。

そして，各教科等で単元や題材の開発を行い，授業実践を進める中で求める力の育成を図った。研

究仮説の検証については，次のような点があげられた。 

 

 

 

 

 

 

    

その一方で，全体として次のような課題が残った。 



＜研究の課題＞ 

△指導と評価の一体化を図った学習指導のサイクルに継続して取り組んでいく必要がある。 

△個々の生徒の学習状況をより適切に把握できる評価方法の工夫や開発に取り組んでいく必要

がある。 

△個々の生徒の学習状況に応じた指導の改善に徹底して取り組んでいく必要がある。 

△「評価計画を位置付けた年間指導計画」を充実させていく必要がある。 

＜研究仮説＞ 

各教科における言語活動を充実させ，指導と評価の一体化を図ることによって，思考力・判断力・

表現力を適切に評価し，それらを一層育成していくことができる。 

＜研究の重点＞ 

・教科間における言語活動のつながりを意識した指導と評価 

・各教科の言語活動を通して，思考力・判断力・表現力を評価する評価方法の工夫・開発および

実践 

・指導と評価結果を指導改善に結び付ける短期的な授業改善システムの整備 

＜研究仮説の検証＞ 

○各教科で新学習指導要領に示された言語活動例などを，重点的に取り組むべき言語活動として

取り上げてきた。言語活動の充実によって，思考力・判断力・表現力の育成が求められる中で，

それぞれの教科で分担できる言語活動をより教科固有の学習に生かして取り組むことによっ

て効果的に指導と評価を行うことができた。 

○［長期・短期］［実技・筆記］の２軸マトリックスによる評価方法を生かすことで，教科での

取組が薄くなる部分を相互補完し合って新たな評価方法を取り入れるなどの実践も行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

        

学習指導要領に定められた目標等の実現状況について，過年度との観点別学習状況の比較から仮説

検証を試みている教科があった。しかし，数値的な大きな変化が見られなかった。このことから，

学習状況をより適切に把握するための評価目標を工夫し，開発するとともに，生徒の実態に応じた

指導へとつなげていく必要性が示された。個々の生徒の学習状況をより適切に把握するため，「評価

計画を位置付けた年間指導計画」の充実が必須となった。 

 

（２）平成24年度の研究内容 

     研究の２年目となる平成24年度は，平成23年度の実践研究によって残された課題を解決するた

めに，次のような仮説と重点を置いて，研究を進めてきた。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

研究仮説を検証するため，３つの重点を設定したわけだが，それぞれの重点について次のような検証

がなされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○指導と評価の一体化を図る年間指導計画の作成に取り組んできた。この研究は継続的に行わ

れ，充実したものになってきており，思考力・判断力・表現力を育むための言語活動を焦点化

した点と，指導と評価の系統化を取り入れた点が大きな改善といえる。 

○これまでのカリキュラム評価を生かし，思考力・判断力・表現力を育む学習指導の改善につな

がる評価の検討を行った。各学期の振り返りを授業に還元することで，指導の改善が図りやす

くなった。 

＜研究の課題＞ 

△思考力・判断力・表現力の評価についての妥当性と信頼性を高めることが必要である。 

△思考力・判断力・表現力については，長期的な視点で評価の結果を見ていくことが必要である。 

○問題解決能力  ○判断力  ○コミュニケーション能力  ○視野の広い社会性 

○倫理観     ○協調性  ○主体的な行動  ○発想の柔軟さ    ○豊かな心 

○基礎的・基本的な知識・技能 ○情報活用能力  ○忍耐力       ○意志力 

○学校での学習と生活や文化とを結び付けていく力 ○自己を見つめる力  ○学ぶ姿勢 

 

 

 

 

 

２年間の研究からは次の２点の課題があげられた。 

 

 

 

                        

    

ウウウウ    生徒の実態生徒の実態生徒の実態生徒の実態    

研究主題を検討する上で，教師が実際どのような願いをもっているのかを知るためにブレーンスト

ーミングを行った。今後の教育の中で，本校の生徒にとってどのような力を育んでいく必要があるの

かを話し合い，研究の柱を探っていこうと考えた。３つのグループでの話し合いを行い，そこで出さ

れた意見は次のようなものであった。 

 

 

 

 

 

  これを見てみると，個人の能力に関することはおおむね同じような意見が各グループから出されて

いた。また，これからの社会に対する視点からも意見が出されていた。このことは，21世紀の学力を

考える上で，これからの社会をたくましく生きるのに必要な力を身に付けさせたいという教師の願い

を示している。つまり，学習し体得した「学力」が，この能力を高めるに止まらず，社会や世界とい

った中で生かされることを願っていると言える。 

 

エエエエ    研究主題の設定研究主題の設定研究主題の設定研究主題の設定    

本校では，５つの学校教育目標を掲げ，学校教育を進めてきている。ここに示す学校目標と目指す

べき生徒の姿は，これからの社会をたくましく生きる生徒にとっての未来像である。学校教育，特に

教科教育を核として研究を進め，学校教育目標を具現化するために，どのような実践に取り組んでい

くかは，学校の特色にゆだねられるところが大きい。学校の特色を生かす教育が重視される今日，本

校の教育目標と社会の状況や教育的課題を重ね合わせてみると，変化の激しい行先不透明な社会の中，

課題意識を持ち，人間的でしかもたくましく生き抜く力をもった生徒の育成が急務であると考えられ

る。まさにこの21世紀に必要な学力をどのようにして身に付けさせていくのかを研究する必要がある。 

このことから，今次の研究主題を 

「今，求められる「今，求められる「今，求められる「今，求められる 21212121 世紀型の学力の育成を目指して」世紀型の学力の育成を目指して」世紀型の学力の育成を目指して」世紀型の学力の育成を目指して」とした。 



     

平成23年度からの２年間の過年度研究では，平成20年度からの３年間の研究成果である組織的な

言語活動の展開の在り方を生かしながら，研究・実践を行ってきた。研究の中心課題は，思考力・判

断力・表現力の指導と評価についてである。具体的には，「学習指導要領に定められた目標」を言語活

動を通した思考力・判断力・表現力の育成と捉え，「評価方法」について組織的な評価の在り方につい

て研究を進めてきた。また，国立教育政策研究所の学習評価に関わる研究指定校事業としての取組で

もあり，その成果を全国に発信する機会を得ることができ，多くの意見をいただくこともできた。 

本年度からの２年間では，これまでの思考力・判断力・表現力についての取組の成果と課題を踏ま

えながら，「21世紀型の学力」について学校研究として取り組むこととした。 

 

図２ 本校における研究の全体図 



 

図３ 「確かな学力」の要素と構造 

出所：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/korekara_c.htm） 

（（（（２２２２）主題設定のとらえ）主題設定のとらえ）主題設定のとらえ）主題設定のとらえ    

        アアアア    21212121 世紀型の学力について世紀型の学力について世紀型の学力について世紀型の学力について    

   ① 21世紀型の学力とは 

     本研究において，21世紀型の学力を「社会を生き抜く力を備えた，未来への飛躍を実現する人材

としての資質や能力」と定義した。21世紀型の学力は，文部科学省による「確かな学力」を包含す

るものである。確かな学力は，「知識や技能はもちろんのこと，これに加えて，学ぶ意欲や自分で課

題を見つけ，自ら学び，主体的に判断し，行動し，よりよく問題解決する資質や能力等までを含め

たもの」と文部科学省は定義している。 

     図３に示される通り，確かな学力は８つの要素で構成されている。この図において「思考力」「判

断力」「表現力」は上部に，「学び方」「知識・技能」「学ぶ意欲」は下部に設定されている。これが

バランス良く配置され，「課題発見能力」や「問題解決能力」を支えている。本校でも，これまで「思

考力」「判断力」「表現力」「知識・技能」について研究を進め，成果を発表してきた。これまでの研

究をベースにしながら，今までに取組の少なかった「課題発見能力」と「問題解決能力」を教科で

培う力の「主柱」として研究に取り組んでいく。 

 

 



 

図４ 21世紀型の学力の階層性 

   ② 21世紀型の学力の階層性 

     21世紀型の学力を次のような階層によって成り立つものと考えた。この階層性については，下の

力が上の力を支えるものと考えている。それぞれの階層をなす力は，次のように定義している。 

階層性の力 力の定義 

生き抜く力 

・〔感じる力〕〔考える力〕〔発信する力〕を総合した力 

・社会が激しく変化する中で，自立・協働・創造を図るための能動的・主体

的な力 

発信する力 ・対人関係を前提とした人の情意的・認知的領域に関する能力 

考える力 ・知識・理解など，人の認知的領域に関する能力 

感じる力 ・態度や志向性など，人の情意的領域に関する能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 21世紀型の学力に関わる具体的な資質・能力 

    

具体的な資質や能力 

国からの答申との関わり 

OECDの主要能力との関わり 

第2期教育振興基

本計画との関わり 

21

世

紀

型

の

学

力

 

〔感じる力〕 

・主体性 

・積極性 

・意志力（やり抜く力） 

・感性 

・共感 

・意欲 

・モチベーション 

〔考える力〕 

・課題発見能力 

・問題解決能力 

・情報活用能力 

・思考力・判断力 

・キャリアプランニング能力 

・知識・技能の理解・習得 

〔発信する力〕 

・表現力 

・プレゼンテーション能力 

・他者に働きかける力 

〔生き抜く力〕 

・創造力 

・チームワーク 

・リーダーシップ 

◆【生きる力】（確かな学力） 

基礎・基本を確実に身に付け，いかに社会

が変化しようと，自ら課題を見つけ，自ら

学び，自ら考え，主体的に判断し，行動し，

よりよく問題を解決する資質や能力 

◆【基礎的・汎用的能力】 

・自己理解・自己管理能力 

・課題対応能力 

・キャリアプランニング能力 

◆【主要能力】（キー・コンピテンシー） 

①言語や知識，技能を相互作用的に活用す

る能力 

・言語，シンボル，テクストを活用する能

力 

・知識や情報を活用する能力 

・技術を活用する能力 

②社会的に異質な集団で交流する能力 

・他人といい関係をつくる能力 

・争いを処理し，解決する能力 

③自律的に活動する能力 

・大きな展望の中で活動する能力 

・人生計画や個人的プロジェクトを設計

し，実行する能力 

社

会

を

生

き

抜

く

力

の

養

成 

〔感じる力〕 

・積極性 

・協調性 

〔考える力〕 

・異文化理解 

〔発信する力〕 

・コミュニケーション能力 

◆【基礎的・汎用的能力】 

・人間関係形成・社会形成能力 

◆【主要能力】（キー・コンピテンシー） 

①言語や知識，技能を相互作用的に活用す

る能力 

・言語，シンボル，テクストを活用する能

力 

②社会的に異質な集団で交流する能力 

・他人といい関係をつくる能力 

未

来

へ

の

飛

躍

を

実

現

す

る

人

材

の

養

成 



        イイイイ    質の高い教育質の高い教育質の高い教育質の高い教育についてについてについてについて    

   ① 質の高い教育とは 

    本研究では，質の高い教育を「生徒が，自立して社会で生きていくために必要な基礎を身に付ける

ことができる教育」ととらえている。これは，研究の成果を，教育の質でとらえていくことで，家庭

や地域への説明責任を果たすことができると考えている。また，質の高い教育を推進することは，教

育振興計画の当初の目的でもあり，学校が取り組むべき課題である。 

 

   ② 質の高い教育を見取るために 

    第２期教育振興基本計画では，第１期計画の評価として，「十分なPDCAサイクル」の不足をあげて

いる。この点に着目し，本校では，質の高い教育を見取る取組として，ＩＣＴ機器などを活用した検

証改善サイクルを整備し，質の高い教育を保証できるようにしていきたいと考えている。 

 

２２２２    研究研究研究研究の構想の構想の構想の構想    

（（（（１１１１）研究仮説）研究仮説）研究仮説）研究仮説    

  前述のような研究主題のとらえのもと，次の研究仮説を設定した。 

 

 

 

 

 

 

  この仮説が有効であったかを検証すべく研究を進めていくものとする。 

 

（（（（２２２２）研究の重点）研究の重点）研究の重点）研究の重点    

本年度は，研究の重点を次の３点に定め，研究に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（３３３３）研究の）研究の）研究の）研究の方向性方向性方向性方向性    

        本研究は，２年間の研究における初年度の年である。これからの研究の方向性と研究の内容を決め，

より多くの実践を行っていきたいと考えている。この結果を来年度の研究で検証し，再構築しながら21

世紀型の学力を育成していきたいと考えている。 

知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図

ることにより，ることにより，ることにより，ることにより，21212121 世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進

することができる。することができる。することができる。することができる。    

①①①① 教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題                            

解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践    

②②②② 自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習

得を目指した教科における学習指導の工夫・改善得を目指した教科における学習指導の工夫・改善得を目指した教科における学習指導の工夫・改善得を目指した教科における学習指導の工夫・改善    

③③③③    質の高い教育を保証するための検証改善サイクル質の高い教育を保証するための検証改善サイクル質の高い教育を保証するための検証改善サイクル質の高い教育を保証するための検証改善サイクル

（（（（PDCAPDCAPDCAPDCA のサイクルマネジメント）の整備のサイクルマネジメント）の整備のサイクルマネジメント）の整備のサイクルマネジメント）の整備    



 
 

図５ 本校の研究構想図 

        また，今次の研究の構想は，図５のように考えた。 

    

本研究の進むべき方向は，「社会を生き抜く力」と「未来への飛躍を実現する人材」である。これは，

今後５年間の教育が，第２期教育振興基本計画を基盤として行われていくことを踏まえたものである。

この中で，「社会を生き抜く力」を育成するために必要なものとして「生きる力」と「基礎的・汎用的

な力」をあげており，「未来への飛躍を実現する人材」の育成では，「実践的な英語力」をあげている。 

   21 世紀型の学力を支えるものとして，「検証改善サイクルの確立」と「教科指導におけるＩＣＴ機器

の活用」，「過去の研究成果」を示した。特に，「検証改善サイクルの確立」については，全国学力・学

習状況調 査の結果を生かした学習の指導の充実を示している。 

 



＜国語＞ 

○全国学力・学習状況調査問題を活用するとともに，各教科の授業観察を通して生徒の状況を把握

し，指導方法の工夫・改善に生かすことにより，生徒に社会生活に生きて働く言語能力を身に付

けさせることができる。 

＜社会＞ 

○資料を適切に利用し読み取る力（資料活用の能力）を向上させ、この力を利用して資料を組み合

わせて、その関連性を考察させることで思考力・判断力・表現力の向上をはかることができる。 

＜数学＞ 

○問題解決能力の育成を目指して問題解決的な学習や数学的活動を工夫・改善していくことで， 

(1)活用することのできる知識・技能を習得させることができる。 

(2)知識・技能を活用するために必要な数学的な見方や考え方を効果的に育むことができる。 

＜理科＞ 

○自分の予想や仮説，その検証方法，考察，結果等を自分なりにまとめ表現する経験を積むことに 

より，科学的に思考し表現する力を身に付けていくことができる。 

○生徒が目的や意義を明確にしながら，観察，実験のデータを整理しグラフをかき，その結果から

規則性等に気付くような指導を充実することによって，科学的に考察して結論を導くことができ

る。 

＜音楽＞ 

○「音楽的な感受」を学習の支えとして，感性を高め，思考・判断し，表現する一連の過程を重視

した，知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善を図ることにより，主体的に歌唱，

器楽，創作で音楽表現する力や，自分なりに批評をし，よさや美しさを味わって聴き深める力を

育てることができる。 

＜美術＞ 

○習得すべき基礎的・基本的な知識や技能を明確にすることにより，生徒の表現や鑑賞活動におい

て，思考力・判断力・表現力の向上がはかられ，主体的に自らの課題を追究するための力を育て

ることができる。 

＜保健体育＞ 

○「できる（技能）」「わかる（知識）」「かかわる（態度）」喜びと、身に付けた体育的学力を活用す

る（思考・判断）」喜びを十分に味わわせることにより、子供自らが運動やスポーツを生活の一部

として生涯にわたって継続していくことができる資質を育むことができる。 

＜技術・家庭＞ 

○家庭生活と学習内容とのかかわりの深い実践的・体験的な学習活動を充実させることで、技術的

な視点でものごとを捉えられる思考力が育成され、知識・技能を生活の場で活かせる力を育むこ

３３３３    研究の内容研究の内容研究の内容研究の内容    

（１）（１）（１）（１）各教科等の取組について各教科等の取組について各教科等の取組について各教科等の取組について    

        アアアア    教科の研究の方向性について教科の研究の方向性について教科の研究の方向性について教科の研究の方向性について    

            研究仮説を検証するため，各教科で「教科研究の仮説」を設定した。研究の重点①を各教科で取り組

むための教科仮説である。設定するにあたっては，校内の研究協議会で吟味をし，その検証が仮説の重

点を検証する内容になるように修正を加えた。 

    

    

    

    

    

    

    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



＜外国語＞ 

○課題となっている「読むこと」の学習活動において、生徒が思考・判断する場面を活動の中に取

り入れる指導を充実することによって、知識・技能を活用する力を育むことができる。 

○これらの能力は､包括的な能力概念であり､必要な要素をできる限り分かりやすく提示するとい

う観点でまとめたものである。この４つの能力は､それぞれが独立したものではなく､相互に関

連・依存した関係にある。このため､特に順序があるものではなく､また､これらの能力をすべて

の者が同じ程度あるいは均一に身に付けることを求めるものではない。 

○これらの能力をどのようなまとまりで､どの程度身に付けさせるかは，学校や地域の特色，専攻

分野の特性や子供・若者の発達の段階によって異なると考えられる。各学校においては，この４

つの能力を参考にしつつ，それぞれの課題を踏まえて具体の能力を設定し，工夫された教育を通

じて達成させることが望まれる。その際，初等中等教育の学校では，新しい学習指導要領を踏ま

えて育成されるべきである。 

（中教審「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」より） 

    

    

    

    

この教科仮説を基に，研究の骨子を立て，具体的な研究に取り組んだ。１学期に全教科が校内研究授

業を行い，研究の重点①に関わる教科からのアプローチを話し合った。以下，各教科が実践した校内研

究の単元（題材）について紹介する。詳細については，本研究紀要の各教科編を参照していただきたい。 

国 語 科 【単元】立場を決めて意見を述べるには―根拠を明確にした意見文― 

社 会 科 【題材】世界の人口の分布と変化 

数 学 科 【題材】陸上競技場のスタート位置について 

理   科 【題材】肉食動物と草食動物の消化管の長さ等の違いについて 

音 楽 科 【鑑賞】音色と響き 

美 術 科 【鑑賞】見え方の不思議 

技 術 科 【題材】知的財産の保護 

保健体育科 【単元】球技 ＜ゴール型＞ バスケットボール 

外 国 語 科 【単元】Unit3 My Future Job Reading for Communication 

    

イイイイ    キャリア教育の取組についてキャリア教育の取組についてキャリア教育の取組についてキャリア教育の取組について    

   ① 本校におけるキャリア教育の推進 

    本校では，平成 18 年度より，職場体験学習を１年生で実施してきている。また３年生は，東京へ  

の修学旅行の中で最先端の仕事場を実際に訪問し，自分の将来に関する進路選択に役立てるような学

習を進めてきた。その取組は，総合的な学習の時間の大きなテーマとして扱ってきた。このテーマの

中で，キャリア発達に関わる諸能力である「４領域８能力」を本校でのスキル習得学習の中に組み入

れて取り組んできた。 

平成23年１月に中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答

申）」がまとめられ，その中で，「４領域８能力」が再構成され，「分野や職業にかかわらず，社会的・

職業的自立に向けて必要な基盤となる能力」としての「基礎的・汎用的能力」が示された。「基礎的・

汎用的能力」は，「人間関係形成・社会形成能力」「自己理解・自己管理能力」「課題対応能力」「キャ

リアプランニング能力」の４つの能力によって構成されており，これらの能力について，答申は次の

ように述べている。
１）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中央教育審議会が示した「基礎的・汎用的能力」については，各学校・地域等の実情や各校の生徒

の実態を踏まえて，学校ごとに育成しようとする力の目標を定めることを前提としている。 

これらの点を踏まえ，本校においても「４領域８能力」から「基礎的・汎用的能力」への転換を図

っていくこととした。そこでまず，本校の実情を知るため，生徒にアンケート調査を行った。 

 

   ② 本校生徒に求められる能力や態度の設定 

キャリア教育を進めるにあたり，本校の生徒にとってどのような能力や態度が必要になるのか，実

態を調査することにした。調査にあたっては，文部科学省の「中学校キャリア教育の手引き」（平成

23年３月）を参照して，アンケートを実施した。 

＜基礎的・汎用的能力に関するアンケート結果＞    

 

基礎的・

汎用的能

力 

各能力における要素 

番

号 

人間関係

形成・社

会形成 

他者の個性を理解する力 ① 

他者に働きかける力 

② 

コミュニケーションスキル 

チームワーク 

③ 

リーダーシップ 

自己理

解・自己

管理 

自己の役割の理解 

④ 

自己の動機づけ 

忍耐力 

⑤ 

ストレスマネジメント 

前向きに考える力 

⑥ 

主体的行動 

課題対応 

情報の理解・選択・処理等 ⑦ 

本質の理解 

⑧ 原因の追究 

課題発見 

計画立案 

⑨ 実行力 

評価・改善 

キャリア

プランニ

ング 

学ぶこと・働くことの意義や役割の理解 

⑩ 

多様性の理解 

将来設計 

⑪ 

選択 

行動・改善 ⑫ 
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図９ キャリア教育の全体計画 

 



○初等中等教育においては，キャリア教育の全体計画やそれを具現化した年間指導計画を作成して

いる学校が少ないという指摘があり，子供の発達の段階に応じた課題や，それぞれの地域や学校

の実態等を踏まえ，キャリア教育の指導計画を作成することが必要である。 

（中教審「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」） 

○各発達の段階における能力や態度の到達目標を具体的に設定するなど，全体計画を具現化するも

のである。各教科，道徳，総合的な学習の時間及び特別活動の学習指導要領におけるキャリア教

育に関する事項を確認し，相互の関連性や系統性に注意し，有機的に関連付け，発達の段階に応

じた教育活動を展開する必要がある。また，これらの指導計画は各学校の教育課程に適切に位置

づけられるべきものである。 

図６から図８は，各学年のアンケート結果をレーダーチャートに示したものである。この結果から，

どのような能力や態度を育まなければならないのかが見えてきた。本校の生徒の場合，「自己理解・自

己管理能力」と「キャリアプランニング能力」を重点化して取り組む必要がある。特に，「自己理解・

自己管理能力」については，21世紀型の学力の根底を成す「感じる力」でもあり，特に力を入れて取

り組む必要があると考えた。 

図９は，本校のキャリア教育の全体計画を示している。キャリア教育の全体計画について，中央教

育審議会答申では， 

 

 

 

 

 

と示している。
２）

生徒のアンケート結果や教師のブレーンストーミングの結果なども取り入れ，本校

における実態等を踏まえて，キャリア教育の全体計画を作成し，全教職員で共通理解が図ることがで

きるようにしている。 

 

   ③ 年間指導計画の作成 

キャリア教育を教育課程に位置づけ，推進するためには，発達段階に応じた各教科の年間指導計画

を作成する必要がある。文部科学省の「中学校キャリア教育の手引き」では， 

 

 

 

 

 

 

   と記載されており，
３）

各教科における年間指導計画を作成する必要がある。 

図10は，理科におけるキャリア教育を位置づけた年間指導計画の一部抜粋である。このように，全

教科で，年間指導計画の工夫・改善を行っている。生徒の実態や発達の段階に適切に応じているかと

いった評価等については，今後の検討事項として考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 基礎的・汎用的能力との関連を図った年間指導計画（理科・一部抜粋） 



○体験的な学習や基礎的・基本的案知識及び技能を活用した問題解決的な学習を重視 

○これからの学校教育においては，変化の激しいこれからの社会を考えたとき，また，生涯にわた

る学習の基礎を培うため，基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とともに，それらを活用し

て課題を解決するための思考力・判断力・表現力等の育成を重視した教育を行うことが必要であ

り，生徒がこれらを支える知的好奇心や探究心をもって主体的に学習に取り組む態度を養うこと

は極めて重要である。このような資質や能力を育成するためには，体験的な学習や基礎的・基本

的な知識・技能を活用した問題解決的な学習を充実する必要がある。 

Ａ 課題（問題）の発見・理解 

↓ 

Ｂ 自力解決（解決の計画⇒計画の実行） 

↓ 

Ｃ 検討・学び合い 

↓ 

Ｄ 学習のまとめ 

↓ 

Ｅ 適用・一般化 

 

図 11 問題解決的な学習の流れ 

（（（（２２２２））））社会を生き抜く力の養成社会を生き抜く力の養成社会を生き抜く力の養成社会を生き抜く力の養成    

        アアアア    問題解決能力問題解決能力問題解決能力問題解決能力の育成の育成の育成の育成についてについてについてについて    

            ① 問題解決的な学習の必要性について    

    平成12年以降，３年おきに実施されているOECDの PISA調査（生徒の学習到達度調査）によって，

国際的に求められる学力論が注目されるようになった。中でも平成15年に実施されたPISA調査は「読

解力」「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」に「問題解決力」が加えられ，注目を集めた。PISA

調査で求められた問題解決力とは，「個別の領域の知識や理解ではなく，人が特定の領域横断的な問題

状況に直面した場合に，認知プロセスを用いて問題に対処し，解決できる能力」とされている。つま

りこれは，どのような問題が存在しているのか気付き，それを解決するまでのプロセスを重視してい

ることになる。 

    平成20年１月に改訂された新学習指導要領には，問題解決的な学習に関連する文言が明記されてい

る。「総則」には， 

 

 

   するとある。
４）

中学校学習指導要領解説総則編には，次のような説明がされている。
５）

 

    

    

    

    

    

    

 

   このように総則に示されていることからも，教科等に求められている共通的な学習指導の課題である。 

    問題解決的な学習は，教師の指導のもと自ら問題や疑問を持って自ら解決していく学習である。こ

うした学習を繰り返し，体験することを通して，問題解決能力を育むことができる。問題解決能力に

は，問題（課題）発見能力，学習のプランニング能力，自立解決能力，自己評価能力などが含まれて

いる。各教科等において問題解決的な学習を展開し，

諸能力を育成する中で，それぞれの教科等の目標や

内容をより効果的に学習させることができる。また，

こうした問題解決能力と関連のある能力は，教科等

の学習場面でのみ発揮されるのではなく，日常の生

活や社会において問題場面に遭遇したとき，それら

を主体的に解決することができる能力となる。 

 

   ② 問題解決的な学習の指導過程について 

    問題解決的な学習は，全ての教科等における授業

課題である。本校では，問題解決的な学習の指導過

程を図11の流れでとらえている。 

    また，指導の各過程では，次のことに配慮しながら実践に取り組んできた。 

     ・課題（問題）の発見や問題を自分のものにする段階の指導の充実。 



・STEP1 

 独立変数と思われる要因をリストアップさせる。 

・STEP2 

 従属変数がどのように変わるかを書かせる。 

・STEP3 

 リストアップした独立変数をどのように変化させ

ることができるか考えさせる。 

・STEP4 

 独立変数の変化により従属変数がどのように変わ

ると考えられるかを書かせる。 

独立変数：変化させる要因 

  従属変数：独立変数の影響を受ける要因 

 

図 12 4QS の仮説検証過程 

 
 

図 13 生徒が記入した 4QS のワークシートの例 

     ・解決すべきこと，解決に必要な情報の収集，条件の整理ができるようにする。 

     ・自力解決の時間を取り，見通しを持ち，自ら考える活動を十分にさせる。 

     ・体験活動などを積極的に取り入れ，学習活動を多様化し，生徒の発想を引き出し，生かせるよ

うにする。 

     ・各自の解決の過程や結果についての情報交換をしたり，学び合ったりする場を充実させる。 

     ・新しく身に付けた知識・技能や考え方を次の問題解決や新しいことを学び取っていくために活

用させるような，学習の流れを意識させる。 

 

   ③ 既習知識を基に仮説を立てさせる手立てについて 

     ここでは，「4QS（フォークス）」と呼ばれ

る指導法を生かした仮説設定のワークシー

トを活用した教科の実践例を示す。4QS と

は，「The Four（４つ） Question（問題） 

Strategy（戦略・戦術）」の略称である。こ

れは，Cothron,j.h.らが提案した指導法で，

仮説検証の過程（図12）を４つの質問によ

って構成させるものである。上越教育大学

の小林辰至氏らは，Cothron らの４つの質

問による指導法とその考えに基づき，理科

教育で役立つワークシートと指導法を開発

している。 

    具体的には，４つの質問を用いて，グル

ープ討論を行わせながら，独立変数（変化

させる要因）と従属変数（独

立変数の影響を受ける要因）

の存在を意識化させて，仮説

の文章化を導く指導法を提案

している。 

    本年度は，理科と社会科で

4QS によるワークシートを用

いた実践に取り組んだ。4QS

による取組は，図11の問題解

決的な学習の流れの中のＡか

らＢの学習過程を意識したも

のである。生徒が，自らの課

題を発見し，予想を立て，解

決するためのプランニングを

し，自分の考えを点検するこ

とができる場合には，「検討や

学び合い」，「適応や一般化」



○変化の激しい社会にあって，多様な他者との協力や協働が求められる中では，自らの意志や感

情を律する力や自らを研さんする力がますます重要である。これらは，キャリア教育や人間関

係形成における基盤となるものであり，…（中略） 

の場面がより活発になり，問題解決能力を育むことができると考えている。さらに，4QS によるワー

クシートではないが，教科の独自性を生かしたワークシートの取組（音楽科や美術科）なども見られ，

学校全体として取り組んでいる大きな研究の柱となっている。 

 

        イイイイ    キャリア教育を生かした意志力（やり抜く力）の育成キャリア教育を生かした意志力（やり抜く力）の育成キャリア教育を生かした意志力（やり抜く力）の育成キャリア教育を生かした意志力（やり抜く力）の育成についてについてについてについて    

    平成23年1月に中央教育審議会は，「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方につい

て」を示した。この中で「基礎的・汎用的能力」が提示されたわけだが，それまでのキャリア教育の

基盤として活用されてきたのは，国立教育政策研究所生徒指導研究センターによる調査研究報告書「児

童生徒の職業観・勤労観を育む教育の推進について」（平成14年 11月）が提示した「職業観・勤労観

を育む学習プログラムの枠組み（例）」に基づく能力論，いわゆる「４領域８能力」論であった。この

「４領域８能力」と今，求められる「基礎的・汎用的能力」には共通する要素が多いが，「基礎的・汎

用的能力」における自己管理能力や課題対応能力は，「４領域８能力」には組み込まれていなかった。

自己管理能力については，「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」の中で，

次のように示されている。
６）
（自己理解・自己管理能力について（一部抜粋）） 

    

    

    

    

   つまり，この能力の向上を図ることは，キャリア教育の新たな課題の１つであると言える。 

    本校での研究の柱である21世紀型の学力の中でも，自己管理能力の具体的な要素として示されてい

る忍耐力を重要な要素としてとらえている。本校では忍耐力をより広く意味付けし，「意志力（やり抜

く力）」としてとらえることにした。つまり，自己管理能力は21世紀型の学力の基盤を成す力である

と考え，研究の重点として積極的に取り組むことにした。 

    本年度は，各教科の中で具体的にどのような取組を通して，意志力（やり抜く力）を育んでいくの

かを明確にしてもらった。図14は，各教科の取組を時間軸－内容軸のマトリックスに示したものであ

る。この俯瞰図からもわかる通り，教科の独自性を生かす形で様々な取組が見られる。各教科が様々

な視点から意志力（やり抜く力）を育む方向性を持って長期的に取り組んでいくことが大切であると

考えている。 

    また，本校では，教科以外の時間の取組として，朝と帰りの時間を利用した「黙想」も取り入れ始

めた（図 15）。黙想の時間を取り入れることで，意志力を高めることができるのではないかと考えて

いる。スタンフォード大学の心理学者であるケリー・マグゴニガル女史の研究でも，意志力を高める

１つの手法として「瞑想」が有効であることが示されており，本校でも本年度から導入している。効

果については，長期的な見取りが今後必要になると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 意志力を高める各教科での取組についてのマトリックス 

 

図 15 黙想に取り組む生徒の様子 



○中・高等学校では，各学校が，学習指導要領に基づき，生徒に求められる英語力を達成するた

めの学習到達目標を「CAN-DO リスト」の形で具体的に設定することにより，学習指導要領の

内容を踏まえた指導方法や評価方法の工夫・改善が容易になる。また，各学校が，学習指導要

領の目標を地域の実態や生徒の能力に応じて具体的な目標を設定し直すことにより，すべての

子供たちの英語力の水準向上に資するだけでなく，グローバル社会に通用するより高度な英語

力の習得を目指すことも可能となる。 （下線は本稿執筆者） 

（（（（３３３３））））未来への飛躍を実現する人材の養成未来への飛躍を実現する人材の養成未来への飛躍を実現する人材の養成未来への飛躍を実現する人材の養成    

            第２期教育振興基本計画の基本的方向性に基づく方策として，未来への飛躍を実現する人材の養成が

示されている。ここでの目指すべき人材には，グローバル化が進行する社会において，「社会を生き抜

く力」を身に付ける過程の中で，創造性やチャレンジ精神，強い意志を持って迅速に決断できる力が求

められる。また，リーダーシップや英語等の語学力・コミュニケーション能力，異文化を理解する力な

ども一層重要になってくる。グローバル化が急速に進展し，国際舞台で活躍できる人材の育成が求めら

れる今，中学校では，実践的な英語力をはじめとする語学力の向上が重要な課題の一つとなってきてい

る。 

   文部科学省では，「外国語能力の向上に関する検討会」を設置し，生徒の外国語能力の向上のため，目

標設定の在り方や生徒に求められる英語力，ALT の活用等の方策について，今後の施策に反映させるた

め検討を進めた。そして，平成 23 年６月 30 日，「検討会」における審議のまとめである「国際共通語

としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策～英語を学ぶ意欲と使う機会の充実を通じた確

かなコミュニケーション能力の育成に向けて～」が取りまとめられた。 

   本校では，この提言を受け，「実践的な英語力を目指したCAN-DO リストの作成」と「ICT 機器を活

用した英語教育の取組」に関わる研究を進めることにした。 

    

        アアアア    実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した実践的な英語力を目指した CANCANCANCAN----DODODODO リストの作成リストの作成リストの作成リストの作成    

                「国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策」では，その1つの提言として

「生徒に求められる英語力について，その達成状況を把握・検証する」ことが掲げられた。以下は，

提言からの抜粋である。 

 

    

    

    

    

    

    

このような提言を受けて，学習到達目標を CAN-DO リストの形で設定し，到達度を把握すること

が推奨されている。CAN-DO リストとは，「英語を使って何ができるか」を具体的な行動記述により

記したものである。CAN-DO リストを活用し，学習者は学習への取組を振り返ることが重要であり，

振り返った上で，CAN-DO という観点でこれから何をすべきかを考えるためのツールとして

CAN-DO リストを位置づけることができる。これらの具体的な実践内容については本研究紀要の外国

語科編をご覧いただきたい。 

    

        イイイイ    ICTICTICTICT 機器機器機器機器を活用した英語教育の取組を活用した英語教育の取組を活用した英語教育の取組を活用した英語教育の取組    

            「国際共通語としての英語力向上のための５つの提言と具体的施策」では，ICT 機器の効果的な活用

についても提言を行っている。提言３では，「ALT，ICT 等の効果的な活用を通じて生徒が英語を使う

機会を増やす」としている。この提言についての説明を一部抜粋したものが，次の通りである。
８）

 



○これらの教材・教具を有効，適切に活用するためには，教師はそれぞれの情報手段の特性を理解

し，指導の効果を高める方法について絶えず研究することが求められる。 

○英語を使う機会の充実を図り，生徒の英語力を向上させるためには，ICT を効果的に活用するこ

とも重要である。具体的には，ICT を用いた海外との交流学習・協働学習は，通常の授業では得

難い生きた英語に触れる機会を提供することができ，異文化及び自国文化の理解や英語学習に対

するモチベーションの向上に資する。また，生徒が，動画・音声教材やドリル教材などの ICT 教

材を活用することによって，英語を習得するために重要な反復練習や個人でのトレーニングが可

能となる。これにより，生徒の興味・関心や習熟の程度に応じた学習機会を確保できる。さらに，

英語教員が授業においてデジタル教科書・教材を活用して，ネイティブ・スピーカーが実際に発

話している場面や，発話の際の表情やジェスチャーなどの画像･動画等を提示することにより，生

徒にわかりやすい授業を提供できるとともに，授業の効率を高めることができる。 

 （下線は本稿執筆者） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

この提言を基に，本校でも ICT 機器における教材の導入としてドリル教材を取り入れることにした。

教材の活用によって，語彙力の向上を図り，中学校卒業段階で実用英語技能検定（英検）３級程度の

英語力へと結び付けていきたいと考えている。 

    文部科学省では，「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」を平成15年に策定し，英語教

育の改善の目標や方向性を明らかにした。しかし，「平成23年『国際共通語としての英語力向上のた

めの５つの提言と具体的施策』に係る状況調査の結果について」でも示された通り，現在の英語教育

では，必ずしも目標に十分に到達しているとは言えない状況である。 

    このような状況を変えていく一つの取組として，ICT 機器の活用を考えている。具体的な取組につ

いては，本研究紀要の外国語編をご覧いただきたい。今後は，習得した英語を発信するための道具と

して ICT 機器を活用していく必要があると考えている。 

 

（（（（４４４４））））教科指導における教科指導における教科指導における教科指導における ICTICTICTICT 機器機器機器機器の活用の活用の活用の活用    

            本校では，教科の目標を達成するために，教員や生徒が ICT 機器を活用する機会が非常に増えてきて

いる。中学校学習指導要領解説総則編では， 

     

と記述されている。
９）

これらの記述は，授業の中でICT機器を効果的に活用し，指導方法の改善を図り

ながら，生徒の学力向上につなげることが重要であることを示している。ICT 機器の活用については，

各教科等の学習指導要領の解説を見ても，随所にその活用例が示されている。これらの例なども生かし

ながら教科の目標に向かって学習活動を進めていく必要がある。 

 

        アアアア    生徒一人一人に課題を明確につかませるための生徒一人一人に課題を明確につかませるための生徒一人一人に課題を明確につかませるための生徒一人一人に課題を明確につかませるための ICTICTICTICT 機器の機器の機器の機器の活用（活用（活用（活用（数学の実践数学の実践数学の実践数学の実践））））    

    生徒一人一人が課題を明確につかむことは，学習活動を円滑に進めていく上でとても大切なことで

ある。そこで，ICT 機器を上手に活用することが，課題をとらえやすくする一つの方法と考えられる。

教科書の設問や図表を拡大したり，移動させたりすることで，教師が言葉だけで伝える以上に生徒一

人一人が学習課題を把握することができる。これにより，個に応じた学習が保証されるものと期待で



 

図 17 タブレットPC を使った課題把握 

 

図 16  数学における展開例（一部抜粋） 

きる。 

    次に示したものは，数学科での ICT 機器の活用例である。ここでの学習は，平成 24 年度の全国学

力・学習状況調査中学・数学Ｂ問題（第５問）に出題されたものである。図16は，実際に自分がこの

木を測るために，適切な場所を探す場面を位置づけ，その場所を探す中で，この方法の背後にある図

形的理由について気づかせるために，ICT 機器を活用している展開例である。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                位置を探す場面では，この武士を任意の位置に動かして考察できるように，タブレット PC で動く

教材を開発して提供した。武士の目の位置から，木の梢の先まで線を引き，武士の動きに合わせて，

動的に動かして見ることができる環境を用い，武士がどうやってこのちり紙を用いて高さを測ったの

かを考えるヒントとするためである。 

    授業では，こうした環境に支えられたこともあって，多くの生徒がこの課題について，その根拠と

なる図形的な性質について答えることができた。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
図 18 理科でのICT機器を利用した授業評価 

        イイイイ    評価を充実させるための評価を充実させるための評価を充実させるための評価を充実させるための ICTICTICTICT 機器の機器の機器の機器の活用（理科の実践）活用（理科の実践）活用（理科の実践）活用（理科の実践）    

評価のもつ役割は，生徒にとって学習上の反省資料であり，教師にとっては指導上の反省資料とな

る。したがって，生徒にとって単元の途中での評価は，自分の学習内容や学習方法の適否を確かめな

がら学習を進める指針となる。教師にとっては，進歩状態を簡単に評価でき，これを次の授業に反映

させ，効率のよい授業を試みるこ

とができる。 

本校は昨年度までの研究で，評

価を2つの視点で考え，「学習状況

を把握するための評価（記録に残

す評価）」と「学習指導の改善につ

ながる評価（指導に生かす評価）」

とした。本校理科では，この「学

習指導の改善につながる評価（指

導に生かす評価）」にICT機器を導

入して評価を行っている。 

学習指導の改善につながる評

価（指導に生かす評価）のもつ意

義は，C の状況の生徒を B の状況

に適切に指導していくことにある。

原則として生徒の記録を取ること

を前提とはしておらず，観察や発

表，机間指導等が主な評価方法と

なってくる。この評価方法に ICT

機器を活用した評価方法を組み込

むことで，授業改善や個に応じた

指導の充実を図ることが可能にな

ると考えている。 

具体的には，図 18 に示したも

のが ICT 機器を活用した評価であ

る。生徒は，タブレットPCから授

業評価を行う。そこで生徒は疑問点や再度説明してほしい項目を入力する。入力した内容は，教師側

のタブレットPCと連動しており，生徒の入力状況を確認することができる。生徒からの評価をふまえ

て，授業改善や次時の授業での補足説明を行うことになる。 

ワークシートや授業観察以外にもこのようなICT機器を活用した評価を取り入れ，多面的に見取る

ことが大切であると考えている。    

    

（５）検証改善サイクルの確立（５）検証改善サイクルの確立（５）検証改善サイクルの確立（５）検証改善サイクルの確立    

            中学校学習指導要領の全面実施が昨年度から始まり，今年度からは再び，全国学力・学習状況調査が

悉皆方式に変更となった。各学校では，その結果等を踏まえ，どのように授業を展開すればよいか，指

導する上で留意すべきことは何かなど，様々な研究や取組が行われていくことになる。 



 

［問題］次の課題文を読んで，以下の問いに答えなさい。 
宮代君は、夏休みの自由研究で［イオンと電池］につい

て詳しく調べようと考えました。宮代君は，大里先生から
右の図のような装置を使った実験で，電池の仕組みを学習
しました。そこで，亜鉛板と銅板の２種類の金属板と塩酸
を使い，どのように工夫をすれば，授業の時よりもより速
くモーターを回すことができるかという実験計画を考え
てみることにしました。 

この自由研究を考える上で，次の（１），（２）の問題に答えなさい。 
(1) モーターの速さを変化させると考えられる条件を２つ書き，その理由を説

明しなさい。 
(2) (1)のそれぞれの条件を具体的（数値など）に変えて，簡単な実験手順を書

きなさい。 

        図 19 理科の課題発見能力・問題解決能力を問う問題 

   本校では，学校全体で取り組むための研究体制を整え，PDCAサイクルの考えを取り入れながら，学習

指導の工夫・改善に向けた取組を行っている。また，昨年までの全国学力・学習状況調査の結果から，

これまでの取組にどのような課題があったのかを洗い出し，そのうえで，対応策を打ち出している。課

題を明確にし，その課題を解決するための方策を共有しながら，全教員で同じスタンスで研究に取り組

むことが必要であると考えている。 

    

        アアアア    国語科国語科国語科国語科の実践例についての実践例についての実践例についての実践例について    

                本年度国語科では，国立教育政策研究所の教育課程研究指定校事業に取り組んでいる。この研究の

大きな狙いは，全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた指導方法等の工夫・改善についてであ

る。具体的な取組としては， 

    ① 国語科の指導事項及び言語活動と各教科等の言語活動との関連を明確にした年間指導計画の工

夫・改善 

    ② 全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいた指導方法等の工夫・改善 

    ③ 授業観察等による各教科等の言語活動における国語科で身に付けた言語能力の習得・活用状況

の把握 

    ④ ③を踏まえた指導方法等の工夫・改善 

    ⑤ 全国学力・学習状況調査の「主として『活用』に関する問題」を参考に作成したペーパーテス

トによる評価方法の工夫・改善 

   を行うことを通して，社会生活に生きて働く言語活動の育成を図っていきたいと考えている。詳細に

ついては，本研究紀要の国語編をご覧いただきたい。 

    

        イイイイ    定期テストからの検証について定期テストからの検証について定期テストからの検証について定期テストからの検証について    

昨年度は，総括的な評価の場面においてペーパーテストの活用に取り組んだ。全国学力・学習状況

調査の「主として『活用』に関する問題」を参考にして作成した問題を用いて「思考・判断・表現」

の評価に取り組んだ。このことを踏まえ，本年度も１学期に課題発見能力や問題解決能力を見取る問

題を作成し，実施することにした。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［評価規準］ 

（科学的な思考・表現） 

   水溶液とイオン，酸・アルカリとイオンに関する事物・現象の中に問題を見出し，

目的意識を持って観察，実験などを行い，事象や結果を分析して解釈し，自らの考え

を表現している。 

［正答の条件］ 

 （１） ① 電極が溶けることによって電子が発生することから，面積が広い方がより多

くの電子が発生することを理解している。 

② 濃度が濃いほど，水素と反応する金属が多くなり，より多くの電子が発生

することを理解している。 

 （２） ① 独立変数と従属変数の関係をしっかり意識した実験計画手順になっている。 

② 具体的な変数を考えている。 

［正答例］ 

（１） 

  １．電極板の面積を広くする。 

 （理由）面積を広くすることで，金属がイオンになる量を増やすことができるか

ら。  

図 20 理科の問題についての評価規準（一部抜粋） 

1 学期の期末テスト１週間前の研究協議会の中で，出題する問題（出題数は各教科 1 題），評価のポ

イント，評価規準等を交流した。今回も芸体系の教科も含めた全８教科から出題してもらう形で取り

組んだ。次に示すのは，理科で行った問題解決能力を見取る問題の例とその評価規準の一部である。 

 

 

 

    

事前に評価規準と正答の条件を決めておくことによって，より客観的な評価を行うことができた。継

続的な取組を行うことによって，教育の質を高めることにつながるものと考えている。    

    

４４４４    研究仮説の検証研究仮説の検証研究仮説の検証研究仮説の検証（中間報告）（中間報告）（中間報告）（中間報告）    

本研究における研究仮説は次の通りであった。 

 

 

 

 

 

 

この研究仮説を検証するため，3 つの重点を設定したわけだが，それぞれの重点について研究内容を振

り返ってみたい。 

 

 

 

 

 

  本年度は，校内の研究授業等を通して各教科での問題解決的な学習の取組についての交流を行うことが

知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図るこ知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図るこ知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図るこ知識・技能を活用する力を育む学習指導の工夫・改善等を図るこ

とにより，とにより，とにより，とにより，21212121世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進すること世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進すること世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進すること世紀型の学力を育み，質の高い教育を推進すること

ができる。ができる。ができる。ができる。    

教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題教科での基礎的・基本的な知識・技能を活用した問題                            

解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践解決的な学習の工夫・開発および実践    



・家庭学習も含めた学習習慣を定着させるための基礎的な取組 

・キャリア教育を通したキャリアプランニング能力の育成 

・ICT 機器を活用し，個々の生徒の学習状況に対応できる学習システムの開発 

・ICT 機器を活用し，「発信する力」の向上を目指した実践的な英語力の育成 

できた。問題解決的な学習については，これまでにも各教科の中では行われてきたわけだが，本研究では

問題解決的な学習を通して，どのようなことを目指すのかを全教科が共通の目的を持って取り組むことが

できた。 

  具体的には，4QS によるワークシートの活用等の取組などは，教科の枠を越えた議論が活発に行われ，

更なる工夫・開発につながっていくものと考えている。 

 

 

 

 

 

 知識基盤社会化やグローバル化が広がり，生きる力の確実な育成が求められる中で，本校ではこれまで

思考力・判断力・表現力を研究の中心として取り組んできた。しかし，思考力・判断力・表現力を育むた

めには「考える力」だけに注目するのではなく，それを下支えする「感じる力」にも同様に視点を向けて

いかなくてはならない。本年度は，この「感じる力」をキャリア教育の自己理解・自己管理能力という視

点から取り組むことにした。自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習得には，長期間の取組

が必要となるわけだが，全教科で［長期・短期］，［実技・筆記］の２軸からの俯瞰的なとらえ方をもって

実践しているということは大きな前進である。 

 

 

 

 

 

 昨年度までの研究では，思考力・判断力・表現力を育むため，評価計画を位置づけた年間指導計画の作

成を行ってきた。本年度は，この研究を生かしながら，キャリア教育における年間指導計画の作成に着手

した。 

 検証（Check）場面としては，各教科で課題発見能力，問題解決能力を見取る問題の作成，実施等に取

り組んだ。また，ICT機器の活用によって，個に応じた教育の保証が可能になってきている。今後も工夫・

改善を加えながら，継続的な取組を行うことで，質の高い教育を保証することができると考えている。 

 

５５５５    今後の課題今後の課題今後の課題今後の課題    

    

６６６６    終わりに終わりに終わりに終わりに    

  中央教育審議会による「第２期教育振興基本計画」には，平成29年度までの５年間における成果目標や

成果指標，その目標を達成するために必要な具体的な施策を示している。ここには国や地方行政に求めら

自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習得を目指し自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習得を目指し自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習得を目指し自らの思考や感情を律する力や自らを研鑽する力の習得を目指し

た教科における学習指導の工夫・改善た教科における学習指導の工夫・改善た教科における学習指導の工夫・改善た教科における学習指導の工夫・改善    

質の高い教育を保証するための検証改善サイクル（質の高い教育を保証するための検証改善サイクル（質の高い教育を保証するための検証改善サイクル（質の高い教育を保証するための検証改善サイクル（PDCAPDCAPDCAPDCA のサイクのサイクのサイクのサイク

ルマネジメント）の整備ルマネジメント）の整備ルマネジメント）の整備ルマネジメント）の整備    



れる多くの課題が示されているが，各地域の実情やニーズに応じて最適な対応がなされるように，教育現

場がスピード感を持って主体的に取り組むことが必要になってくる。 

  本校においても，これまでの研究を基盤に，ICT 機器の活用なども加味しながら，21 世紀型の学力を育

成するための研究に取り組んできた。今後も本研究を推進し，全国の他の中学校等が研究・研修を行って

いく際の何かの参考になることを期している。今後も研究・実践を積み重ね，一つでも多くの成果を残し

ていきたいと考えている。 

（文責 松下 賢） 
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