
総合的な学習の時間の推進と充実に向けて

平成３０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】

平成３０年６月１日（金）
大分県教育委員会 1

新学習指導要領の全面実施に向けて

１）総合的な学習の時間における改訂のポイントと
移行措置について

２）指導計画の改善とカリキュラム・マネジメント

３）本県に必要な改善の方向と学習指導のポイント
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１）総合的な学習の時間における改訂のポイントと移行措置について
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総合的な学習の時間の理念が教育課程全体に

総合的な学習の時間

社会に開かれた教育課程

育成を目指す資質・能力

主体的・対話的で深い学び

カリキュラム・マネジメント

◇地域で学び，地域に暮らす人々と
共に学ぶ学習が展開されてきた

◇地域を元気付け，地域活性化に結び
付いた事例が多数

◇育てようとする資質や能力及び態度
◇実際の社会において活用できる資質・

能力の育成を目指して創設された

◇探究のプロセスを明示
◇多様な他者との協働を重視

◇各学校において目標及び内容を定める
＝カリキュラム・デザイン

◇実施・評価・改善するサイクルの確立
◇学校内外の教育資源の活用 等

新学習指導要領



◆県内においても同様の状況である。
◆育成を目指す資質・能力が不明確であったり，各教科等や特別活動との

棲み分けが明確でなかったりする計画がいまだに散見される。
◆学習の目的や見通しが不明瞭のため，教師主導の総合的な学習になって

いる。
※学校行事（練習や当日）の時間として使わない！
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平成２０年学習指導要領における総合的な学習の時間の成果と課題 【冊子版解説P.5～6】

成果

○総合的な学習の時間で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にある（全国
学力・学習状況調査，平成25年度～）

○探究的な学習活動に取り組んでいる児童生徒の割合が増えている
○ＯＥＣＤが実施する生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）における好成績
につながった
○学習の姿勢の改善に大きく貢献するものとしてＯＥＣＤをはじめ

国際的に高く評価されている

課題

●総合的な学習の時間を通してどのような資質・能力を育成するの
かということや，総合的な学習の時間と各教科等との関連を明ら
かにするということについては学校により差がある。

●探究のプロセスの中でも「整理・分析」「まとめ・表現」に対する取組が
十分ではない。

【改訂の基本的な考え方】
総合的な学習の時間においては，探究的な学習の過程を一層

重視し，各教科等で育成する資質・能力を相互に関連付け，実社
会・実生活において活用できるものとするとともに，各教科等を越
えた学習の基盤となる資質・能力を育成する。

【目標の改善】
総合的な学習の時間の目標は，「探究的な見方・考え方」を働か

せ，総合的・横断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・能力を育成することを
目指すものであることを明確化した。

教科等横断的なカリキュラム・マネジメントの軸となるよう，各
学校が総合的な学習の時間の目標を設定するに当たっては，各
学校における教育目標を踏まえて設定することを示した。

総合的な学習の時間の改訂の趣旨及び要点

（２）改訂の要点 【冊子版解説P.5～6】
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総合的な学習の時間の目標（第１の目標：新旧） 【冊子版解説P.8】

①横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して，
②自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問

題を解決する資質や能力を育成するとともに，
③学び方やものの考え方を身に付け，
④問題の解決や探究活動に主体的，創造的，協同的に取り組む態度を育て，
⑤自己の生き方を考えることができるようにする。

平成２０年 学習指導要領

平成２９年 学習指導要領

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。

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

総合的な学習の特質に応じた
学習過程の在り方
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総合的な学習の時間の改訂の趣旨及び要点

（２）改訂の要点 【冊子版解説P.5～6】

【学習内容，学習指導の改善・充実】
各学校は総合的な学習の時間の目標を実現するにふさわしい探究課題を設定

するとともに，探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力を設
定するよう改善した。

探究的な学習の中で，各教科等で育成する資質・能力を相互に関連付け，実
社会・実生活の中で総合的に活用できるものとなるよう改善した。

教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力を育成するため，課題
を探究する中で，協働して課題を解決しようとする学習活動や，言語により分析
し，まとめたり表現したりする学習活動（比較する，分類する，関連付けるなど
の，「考えるための技法」を活用する），コンピュータ等を活用して，情報を収集・
整理・発信する学習活動（情報や情報手段を主体的に選択，活用できるよう
にすることを含む）が行われるように示した。

自然体験やボランティア活動などの体験活動，地域の教材や学習環境を積
極的に取り入れること等は引き続き重視することを示した。
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◇新学習指導要領における総合的な学習
の時間の改訂の趣旨及び要点等につい
て共通理解を図ること

◇平成20年学習指導要領による指導計画
等を見直すこと

◇新学習指導要領に即した全体計画等を
作成すること

◇改訂の趣旨を生かした学習指導を行う
こと

各学校においては
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２）指導計画の改善とカリキュラム・マネジメント
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各学校において定める目標
その学校が総合的な学習の時間で育成することを目指す資質・能力

学習指導要領 総合的な学習の時間の構造 【冊子版解説P.18】

第１の目標
踏まえて 踏まえて 第２の３（１）

目
標

（
第
１
）

第２の１

学
校
が
設
定
す
る
目
標
及
び
内
容
の
取
扱
い

（第
２
の
３
）

目標を実現するにふさわしい

探究課題

現代的な諸課題に対応する
横断的・総合的な課題

（国際理解，情報，環境，福祉・健康など）

地域や学校の特色に応じた課題

生徒の興味・関心に基づく課題

職業や自己の将来に関する課題

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

他教科等及び総合的
な学習の時間で習得す
る知識及び技能が相
互に関連付けられ，社
会の中で生きて働くも
のとして形成されるよう
にする

探究的な学習の過程
において発揮され，未
知の状況において活用
できるものとして身に付
けられるようにする

自分自身に関すること
及び他者や社会との関
わりに関することの両
方の視点を踏まえる

相
互
に
関
連
付
け
，
学
習
や
生
活
に
お
い
て
生
か
し
，
そ
れ
ら
が
総
合
的
に
働
く
よ
う
に
す
る

第２の３（４）

第２の３（６）

指
導
計
画

（第
３
の
１
）

内
容
の
取
扱
い

（第
３
の
２
）

育まれ，活用されるようにすること 第２の３（７）

教科等を越えた全ての学習の基盤となる資質・能力

情報活用能力 言語能力

探究的な学習の過程において

コンピュータや情報通信ネットワークな
どを適切かつ効果的に活用して，情報
を収集・整理・発信するなどの学習活動

（情報や情報手段を主体的に選択し
活用できるよう配慮） 第３の２（３）

第３の１（３）

他者と協働して課題を解決
しようとする学習活動

（第３の２（２））

言語により分析し，まとめたり表現す
る学習活動

（第３の２（２））

活用されるようにすること

第３の１（３）

例

第２の３（４）

第
２
の
３
（
５
）

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

各学校において定める内容

各学校における教育目標

第２の２

他
教
科
等
で
身
に
付
け
た
資
質
・
能
力

第
３
の
１
（
３
）考えるための技法（比較，分類，関連付けるなど）

第３の２（２）

学
校
が
設
定
す
る

内
容

（第
２
の
２
）

学
校
が
設
定
す
る

目
標

（第
２
の
１
）
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各学校において定める目標 【冊子版解説P.19】

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。

探究的な見方・考え方を働かせ，地域の人，もの，ことに関わる総合的な学習を通して，目的や根拠を明らかにしながら課題を解決
し，自己の生き方を考えることができるようにするために，以下の資質・能力を育成する。

(1)地域の人，もの，ことに関わる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るとともに，地域
の特徴やよさに気付き，それらが人々の努力や工夫によって支えられていることに気付く。

(2)地域の人，もの，ことの中から問いを見いだし，その解決に向けて仮説を立てたり，調査して得た情報を基に考えたりする力
を身に付けるとともに，考えたことを，根拠を明らかに してまとめ・表現する力を身に付ける。

(3)地域の人，もの，ことについての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，持続可能
な社会を実現するための行動の仕方を考え，自ら社会に参画しようとする態度を育てる。

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。

設定例（P.67）

豊かな心と確かな学力を身に付けた心身ともに健康な
生徒の育成

(1)基礎的・基本的な知識及び技能を習得して，自分のものと
して活用できる生徒

(2)生徒自らが思考を広げたり深めたりしながら，新たな知識
や価値を創りだす生徒

(3)学んだことを自分との関わりで捉え，自分の生活に役立て
ようとする生徒

各学校の教育目標（例）第１の目標（学習指導要領）
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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

具体化 付加 重点化



各学校において定める内容（新旧） 【冊子版解説P.21】

２ 内容
各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の内容を定める。

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。（新設）

平成２０年版学習指導要領 平成２９年版新学習指導要領

内 容

学習対象

内 容

探究課題相当する

資質・能力

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

資質・能力及び態度

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

対応する

対応する

新設
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各学校において定める内容の例（新旧） 【冊子版解説P.69】

学習対象

（例）身近な自然環境と
そこに起きている環境問題

学習事項

（例） ・身近な自然の存在とそのよさ
・環境問題と自分たちの生活との関わり
・環境の保全やよりよい環境の創造のための取組など

平成２０年版学習指導要領

平成２９年版新学習指導要領

目標を実現するにふさわしい

探究課題

（例）身近な自然環境と
そこに起きている環境問題，

その解決に取り組む組織
や人々の思いや願い

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（例）
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

・生物は，色，形，大きさなど
に違いがあり，生育の環境
が異なること（多様性）

・身近な自然において，生物
はその周辺の環境と関
わって生きていること
（相互性）

・自然環境は，様々な要因で
常に変化する可能性があ
り，一定ではないこと
（有限性）

・よりよい環境の創造に向け
た組織や人々の取組があ
ること（連携・協力）

・問題状況の中から課題を発見し
設定する（課題の設定）

・情報収集の手段を選択し，必要
な情報を収集し蓄積する（情報
の収集）

・情報や考え，事象を比較したり
関連付けたりして課題解決に向
けて考える（整理・分析）

・相手や目的に応じて分かりやす
くまとめ表現する（まとめ・表現）

・学習の進め方を振り返り，学習
か生活に生かそうとする

・自分の特徴やよさを理解する
とともに，異なる意見や他者
の考えを受け入れて尊重しよ

うとする（自己理解・他者理
解）
・自他のよさを生かしながら協
働して問題の解決に向けた
探究に取り組もうとする（主体
性・協働性）

・自己の生き方を考えるととも
に，進んで実社会・実生活の
問題の解決に取り組もうとす
る。（将来展望・社会参画）

概念
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15

学校としての方針を全体計画に示す！ 【冊子版解説P.85】

⑥指導体制

これらの計画・
実施を適切に
推進するため
の体制

④学習活動

「内容」とのか
かわりにおい
て実際に生徒
が行う学習活
動

⑤指導方法

学習活動を適
切に実施する
際に必要とな
る指導方法

⑦学習の評価

各学校で定め
た評価の観点，
評価方法，評
価計画等

各教科等との関連 地域との連携

生徒の実態

近隣の小学校，中学校，
高等学校等との連携など

保護者の願い

地域の実態 地域の願い
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【④学習活動】
・第１学年は地域，環境，第２学年は職業，健康，第３学年は福祉，
国際理解から探究課題を設定する。

・学級ごとに１年間１テーマでの取組を基本とする。
・学年合同で行う単元と，学級独自で行う単元と設けて実施する。
・農業体験は年間を通しての帯単元として実施する。
・10月と２月の発表会を節目とした単元展開を工夫する。 など

全体計画において概括的に示す４つの事項 【冊子版解説P.86】

【⑤指導方法】
・生徒の課題意識を連続発展させる支援
・個に応じた指導の工夫
・諸感覚を駆使する体験活動の重視
・協働的な学習活動の充実
・教科との関連的な指導の重視
・対話を中心とした個別支援の徹底
・言語活動による体験の意味の自覚化 など

【⑥指導体制】
・運営委員会における校内の連絡調整と支援体制の確立
・カリキュラム管理室を拠点とした情報の集積と活用
・地域学校協働活動推進員等のコーディネーターとの連携体制
・地域教育力の人材バンクへの登録と効果的運用
・ティーム・ティーチングの日常化
・ワークショップ研修の重視
・担任外の教職員による支援体制の樹立
・メディアセンターとしての余裕教室の整備・充実 など

【⑦学習の評価】
・ポートフォリオを活用した評価の充実
・観点別学習状況を把握するための評価規準の設定
・個人内評価の重視
・指導と評価の一体化の充実
・学期末，学年末における指導計画の評価の実施
・授業分析による学習指導の評価の重視
・学校運営協議会における教育課程に対する評価の実施 など

学校として，この時間の教育活動の基本的
な在り方を示すのに必要な内容や方針に
絞って，数点を箇条書きにするなど簡潔な
記述となるよう工夫する

⑥指導体制

これらの計
画・実施を
適切に推進
するための
体制

⑤指導方法

学習活動を
適切に実施
する際に必
要となる指
導方法



月 ４月 ５月 ６月 ７・８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
年間

時数

総合的な学習の時間を核とした教科等横断的指導計画（単元配列表）例　　中学校１年生

国
語

【学習を広げる】

道
徳

総
合

50

社
会

音
楽

美
術

外
国
語

技
術
家
庭

数
学

保
健
体
育

特
別
活
動

理
科

記録の仕方を工
夫する

○○市の「見る・食べる・遊ぶ」を調べて発信しよう（地域の魅力を探る） ５０時間

情報を正確に聞
き取ろう

分かりやすく説
明しよう

好きなものを紹
介しよう

情報の集め方を
知ろう

言葉を集めよう わかりやすい案
内文を書く

調べたことを報
告しよう

話題や方向を捉

えて話し合おう

根拠を明確にして

魅力を伝えよう
さまざまな表現

方法

印象深く思いを伝

えよう

1年間の学びを振り返ろう
ポスターセッション

発想を広げる 情報を集める 資料の工夫いろいろな通信文 感想を表す言葉

世界の諸地域

※総合的な学習の時間に活用できそうな学習

内容が教科書に記載されています。

・他地域との比較から、地域についての課題意識をもつ。

・○○市の「魅力について知識を出し合い、共有する。

・○○市についての情報を収集する
・○○市の「魅力」を分類、整理する

職場訪問 職場体験学習 望ましい食習慣

具体的な教材名と内容項目で表記するとつな

ぎやすいと思います。
礼儀 思いやり・感謝勤労

・○○市の「魅力」等について関わっている人々から話を聞く。

・職場体験学習を行う。

・体験活動等からわかったことを整理する。
・発信したい内容を決め、発信の仕方を考える。

・○○市の「魅力」を紹介する会を計画する。

・交流会で伝える内容とそれに応じた方法について話し合う。

・交流会を行う。
・１年間の学習を振り返る。

地域のイラストマップ

School  Life in the 
USA

スリーヒントクイズ 学校生活について記事を書こう

情報と私たち 情報モラル 地域の食材と

食文化

将来設計

17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

総合的な学習の時間と各教科等の単元を関連付けた年間指導計画例（各教科等との関連）
単元名： 地域の活性化につながるイベントを企画して実行しよう（中学校第３学年：７０時間）

時期 ５月～９月 １０月～１２月 １月～２月

探究の
過程

自分たちの地域の「よさ」について調べる
（１５時間）

地域社会に貢献できるイベントを企画する
（３５時間）

地域のよさを実感できるイベントを実行する
（２０時間）

課題設定 ・地域の観光客数のデータを示し，その推移か
ら「地域のよさ」について話し合う。

・地域の現状についてイメージを広げ，友達の考えと比
較する（ウェビング）
・地域の現状の調査に出かける。（産業，イベント等）

・イベントを成功させるための内容と準備をどうす
るか

情報収集 【情報の収集①】

・地域の人や観光客
の思いや考えを尋ね
る。

・実際にアンケート等
の調査を行う。

【情報の収集②】

・「異なるよさ」につい
て，団体を見学した
りインタビューしたり
する。

・行政機関や各業種の事業所へ体験やインタビューに
出かける。
・地域の現状について知りたいことを，住民に尋ねる。

・地域に密着したイベントについて，他地域の情
報を集める。
・イベントに対する住民等の思いや願いを尋ねる。

整理分析 ・アンケート結果を視点を決めて分類，整理す
る。

・自分たちがもつ「地域のよさ」と異なるよさを
見出す。

【整理分析①】

・体験活動や働くことの意義
について話し合う。

・住民の思いや願い，地域
の現状を踏まえ，イベントの
内容について考える。

【整理分析②】

・住民や事業所の方の
意見を踏まえ，自分た
ちのイベントの内容に
ついて，視点を決めて
見直す。

・「実現可能」「準備が簡単」「みんなが楽しめる」
「住民の意見を反映」などの視点で，イベントの
内容を話し合う。

まとめ
表現

振り返り

・情報の収集②を踏まえ，もう一度「地域のよ
さ」について話し合う。

【期待する振り返り】

・自分たちの地域のよさは「○○」だと思ってい
たけど，いろいろな人に尋ねてみて「●●」など
もあることや，「●●」に関わる人々の思いもわ
かった。地域のよさを生かし，自分たちも参画
できるイベントを考えてみたい。

・調査結果や体験結果をレポートや新聞などにまとめ
る。

・事業所や住民に対して地域活性化のためのイベント
についてプレゼンテーションを行う。

【期待する振り返り】

・調査活動や職場体験で，地域の現状や働くことにつ
いて考えることができた。自分たちで考えたイベントに
も意見をもらったので，内容を考え直してイベントを企
画したい。
があることを，もっと多くの人たちに知ってもらいたい。

【まとめ・表現】
・イベントを実行する。
・イベントの記録をとっておく。
・住民や事業所の方へお礼の手紙を書く。
【期待する振り返り】

・自分たちの地域のよさや現状が分かった。そこ
で暮らしている住民や地域の活性化につながる
活動をしている事業所の方との交流を通して，地
域を大切にすることや自分たちから積極的に関
わっていくことの大切さが分かった。１年間地域
のことや職業のことについて学んだことで，地域
と自分とのつながりや，これからの自分の将来に
ついて考えることができた。 など

※これまでに身に付けた情報
収集の方法

※考えるための技法の活用

【国語】「社会との関わりを考えよ
う」（話す・聞く）

・自分の体験や知識を基にスピー
チの話題を決め，場面や目的，相
手に合った話し方をする。（思・
判・表）

１

３

２

１
２

準備

【社会】「私たちの生活と文化について考えよう」
・身近な地域社会のなかから,伝統文化を受け
継いでいる事例を取り上げ,これからも継承する
ことの意義を考え表現する。 （思・判・表）

【特別活動】「学校行事：勤労生
産・奉仕的行事」

・勤労生産や奉仕に関して自
分のできることを判断し，多様
な他者と協力して実践する。
（思・判・表）

【家庭】「世代を超えた人々と
交流して」

・地域との関わりについて考
え，人々と協力しながら行動
することの大切さが分かる。
（知・技）

【国語】「魅力的な紙面を作ろう」
（書く）

・文章を読み返し，形態に合った
文章構成や効果的な表現になる
よう，紙面の体裁を整える。（思・
判・表）

【国語】「推敲して文章を整え
る」（書く）

・示された観点に沿って文章を
見直し，文章全体を整える。
（思・判・表）

【国語】「話し合って提案をまと
めよう」（話す・聞く）

・社会生活の中から話題を決
めて資料などを活用して提案
する。（思・判・表）

・観点に沿って論点を整理し，
長所を生かしてよりよい結論に
なるように話し合いを進行する。
（思・判・表）

【国語】「観点を立てて分析す
る」（書く）

・観点を立てて分析することで，
課題について論じたり評価した
りする。（思・判・表）

【国語】「説得力のある文章を書こう」（書く）

・分析のための観点を示し，判断や批評の根拠
を明確にし，資料を適切に引用して，説得力のあ
る構成で批評文を書く。（思・判・表）

・友達の書いた批評文から参考になる部分や表
現を指摘し，自分の表現に役立てる。（思・判・
表）

【国語】「話し合いの方法」（話
す・聞く）

・話し合う目的や人数に応じて，
適切な方法を選ぶ。（思・判・
表）

【国語】「いろいろな文章形態」
（書く）

・伝えたい内容や目的に応じた
形態を選んで書く。（思・判・表）

【家庭】「伝統文化を受け継ぎ，
生活に生かす」

・自分の住んでいる地域の文
化を知るとともに，他の地域
についても理解し，生活に生
かす。（知・技）

【社会】「持続可能な社会について考えよう」

・持続可能な社会を形成するために解決すべき
課題を見いだし,対立と合意,効率と公正などの
視点から多面的・多角的に考察し,判断して,そ
の過程や結果を適切に表現する。（思・判・表）

18
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【④学習活動】
・第１学年は地域，環境，第２学年は職業，健康，第３学年は福祉，
国際理解から探究課題を設定する。

・学級ごとに１年間１テーマでの取組を基本とする。
・学年合同で行う単元と，学級独自で行う単元と設けて実施する。
・農業体験は年間を通しての帯単元として実施する。
・10月と２月の発表会を節目とした単元展開を工夫する。 など

教育課程の実施状況を評価してその改善を図る 【冊子版解説P.124】

【⑤指導方法】
・生徒の課題意識を連続発展させる支援
・個に応じた指導の工夫
・諸感覚を駆使する体験活動の重視
・協働的な学習活動の充実
・教科との関連的な指導の重視
・対話を中心とした個別支援の徹底
・言語活動による体験の意味の自覚化 など

【⑥指導体制】
・運営委員会における校内の連絡調整と支援体制の確立
・カリキュラム管理室を拠点とした情報の集積と活用
・地域学校協働活動推進員等のコーディネーターとの連携体制
・地域教育力の人材バンクへの登録と効果的運用
・ティーム・ティーチングの日常化
・ワークショップ研修の重視
・担任外の教職員による支援体制の樹立
・メディアセンターとしての余裕教室の整備・充実 など

【⑦学習の評価】
・ポートフォリオを活用した評価の充実
・観点別学習状況を把握するための評価規準の設定
・個人内評価の重視
・指導と評価の一体化の充実
・学期末，学年末における指導計画の評価の実施
・授業分析による学習指導の評価の重視
・学校運営協議会における教育課程に対する評価の実施 など

学校として，この時間の教育活動の基本的
な在り方を示すのに必要な内容や方針に
絞って，数点を箇条書きにするなど簡潔な
記述となるよう工夫する

学校としての
自己点検・自己評価を行う

検証・改善の結果を
次年度の全体計画や

年間指導計画，具体的な
学習活動に反映させる

必要な人的・物的資源等を，外部の資源も含めて
活用しながら効果的に組み合わせる

20

【④学習活動】
・第１学年は地域，環境，第２学年は職業，健康，第３学年は福祉，
国際理解から探究課題を設定する。

・学級ごとに１年間１テーマでの取組を基本とする。
・学年合同で行う単元と，学級独自で行う単元と設けて実施する。
・農業体験は年間を通しての帯単元として実施する。
・10月と２月の発表会を節目とした単元展開を工夫する。 など

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る

【⑤指導方法】
・生徒の課題意識を連続発展させる支援
・個に応じた指導の工夫
・諸感覚を駆使する体験活動の重視
・協働的な学習活動の充実
・教科との関連的な指導の重視
・対話を中心とした個別支援の徹底
・言語活動による体験の意味の自覚化 など

【⑥指導体制】
・運営委員会における校内の連絡調整と支援体制の確立
・カリキュラム管理室を拠点とした情報の集積と活用
・地域学校協働活動推進員等のコーディネーターとの連携体制
・地域教育力の人材バンクへの登録と効果的運用
・ティーム・ティーチングの日常化
・ワークショップ研修の重視
・担任外の教職員による支援体制の樹立
・メディアセンターとしての余裕教室の整備・充実 など



３）本県に必要な改善の方向と学習指導のポイント

21

本県に必要な改善の方向①

○学校としての全体計画，年間指導計画の改善
・学校の教育目標と関連付けた総合的な学習の
時間の目標設定

・育成を目指す資質・能力の整備
（１）知識及び技能
（２）思考力，判断力，表現力等
（３）学びに向かう力，人間性等

・各学年１～３程度の単元づくり（年間や単元など，
時間や内容のまとまりを見通して）

・小中連携したカリキュラム編成

22



○各教室での１時間の授業の充実

23

・探究的な学習の過程の質的充実
※｢課題の設定｣｢情報の収集｣｢整理・分析｣｢まとめ・表現｣の
探究的な学習プロセスのスパイラルな展開

・「課題の設定」｢整理・分析｣「まとめ・表現」の学習活動の充実

・探究的，協働的に学び思考力を高めるための「考えるための技法」
の活用

新大分スタンダードと
きれいにシンクロする

本県に必要な改善の方向②

深い学びを実現するための到達点の明確化

資質・能力

概念的知識
の形成

第１１回九州小学校生活科・総合的学習研究協議会研究大会 田村学氏講演より 24

【例】人を取り巻く自然に関する構成概念
・事象は，様々なものから生成され，自然の中には多種・多様な事象が
存在していること【多様性】

・事象は変化し続けるとともに，その変化は限りあるものであること
【有限性】 など

【例】人の意思や行動についての社会に関する概念形成
・社会では，互いに関わりながらそれぞれのよさを生かすこと
【連携性，協力】

・社会では，新しいものを生み出したり，創り上げたりすること
【創造性，構築】 など

到達点（ゴール）を明確にする



深い学びを実現するための通過点の具体化

第１１回九州小学校生活科・総合的学習研究協議会研究大会 田村学氏講演より 25

事象を比較し，その違いから
課題を設定する

収集した情報や異なる意見を
分類したり多面的に検討したりして
考える

学習したことと暮らしや生活を
関連付けて行動に結び付ける

「考えるための技法」は繰り返し，頻繁に
活用・発揮される！

通過点（プロセス）を具体化する

体験活動については，探究的な学習の過程に適切に位置付ける（例） 【冊子版解説P.54】

情報の収集まとめ・表現

課題の設定

整理・分析

自分たちの地域について
知る・学ぶ・課題を見付ける

自分たちの地域と
他地域を比較する

自分たちにできることを
考え実行する

例）修学旅行で情報収集

・どのような目的で情報を収集す
るか

・課題の解決に必要な情報を
どのように収集するか（方法）

・誰から情報を収集するのか
（相手） など

例）修学旅行で表現

・目的意識や相手意識を明確に
する

・表現する内容や方法を考える
・他地域で表現する際に必要な

手続きを教師と共に進める など

例）職場体験で情報収集

・自分たちの地域やまちづくり等
について，働く立場からの考え

・働く意味や意義についての考え
など 26



総合的な学習の時間の授業改善に向けて

◇ 児童生徒一人ひとりの活躍の場をつくる
・肯定的集団づくりは「対話的な学び」の基盤になる

・存在感，安心感（生徒指導の３機能を生かして）
・集団で学ぶ意義，学び合いの必要性，達成感，成就感
・総合的な学習の時間の充実が期待する学級づくりに寄与する

◇ プロセスの充実を図る
・課題意識の連続，ゴールの見通し
・各教科等の資質・能力を活用，発揮する等，具体的な学習活動の用意

◇ 協働的な学習による双方向のやりとりの充実
・対話的な学びの場 → 一人一人の考えの広がりや深まり
・発問の吟味 → 板書の構造と吟味
・異なる多様な他者との対話

★どのような情報をもっているか
★どのような処理を期待するのか
★どのような成果を願うのか

◇ 丁寧な振り返り，熟考場面の設定
・OUTPUT（一定の長さの記述）
・事実の確認 ・関係性や一般化の生成 ・自己変容の認識
・振り返りを次時につなげる工夫 → 必要な場面でタイムリーに 27

子どもたちの思いや願いの実
現に向けて取り組む中で

子どもたちの思いや願いの実
現に向けて取り組む中で
子どもたちの思いや願いの
実現に向けて取り組む中で
子どもたちの思いや願いの
実現に向けて取り組む中で
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校内推進体制の整備 【冊子版解説 P.128】】

学校の教育目標の具現に当たっては総合的な学習
の時間が重要な役割を果たすことを全教職員で理解
することが欠かせない。そのうえで，校長の方針
に基づき，総合的な学習の時間の目標が達成でき
るように，全教職員が協力して全体計画及び各学
年の年間指導計画，単元計画などを作成し，互いの
専門性や特性を発揮し合って実践していく校内推進体
制を整える必要がある。校内推進体制の整備に当
たっては，全教職員が目標を共有しながら校務分
掌に基づいて適切に役割を分担するとともに，教
職員間及び校外の支援者とのコミュニケーション
を密にすることが肝要である。



担当の先生たちは０から作り上げるということで，総合の時間は
胃が痛んだということです。それでも，やっていくうちに，はまってい
き，子どもたちとどんどん知恵を出し合い，多様な実践を行っていったこと
は，すごく勉強になったということでした。そして先生たちも皆，楽し
かったという感想でした。

最初は，別府について調べていってそれを報告するぐらいのもの
を考えていたのですが，どうせするなら，探究的な過程を意識して，しっ
かり取り組んでみようということで取り組みましたが，やりだすと，
次々に問題点，課題が生まれ，それを解決すればまた新たな課題が
という感じで，でもそれこそが探究的な過程のスパイラル構造化と
思いながら取り組みました。また，その中の一コマで，指導案を作
り授業研究を行ったことも新たな試みでしたが，意識して取り組むこ
との大切さを実感しました。とにかく，取り組み中の，生徒の希望に
満ちた顔，楽しそうな表情，協力しながら試行錯誤している姿。そして，
また来年もやりたいという生徒の言葉。

彼らは，きっと将来，昔こんなことをしたなと思い出し，率先し
てふるさと別府のために活躍するだろうなと確信しました。

別府市立中部中学校_佐藤先生のスライドより（平成２９年度 第１回深い学び協議会）
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研究協議

２）育成を目指す資質・能力について
・「知識及び技能」＝どのような概念の形成を目指す？

全体計画や単元計画を相互に紹介しながら・・・

３）探究的な学習の過程について
・資質・能力の育成に向けて，どのような学習活動を？

４）体験活動の位置付けについて
・探究的な学習の過程に適切に位置付いているか？

５）情報交換
・総合的な学習の時間の推進体制等について

30

１）総合的な学習の時間の目標について
・学校の教育目標を踏まえているか？



全体計画・年間指導計画を見直してみましょう

【全体計画】
①学校の教育目標と第１の目標を踏まえて，学校としての
総合的な学習の時間の目標を定めている。

②学校の目標の中に、学校として育成を目指す資質･能力を
３つの柱に沿って明確に示している。

③目標を実現するにふさわしい探究課題を明記している。
④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
を設定し，明記している。

⑤育成を目指す具体的な資質・能力のうち，探究課題に応じた
「知識及び技能」を示している。

⑥学習活動，指導方法，指導体制，学習の評価を明確に
示している。

⑥外部の教育資源の活用や地域との連携について示している。
⑦近隣の小中学校，高等学校との連携の在り方を示している。

31

全体計画・年間指導計画を見直してみましょう

【年間指導計画】
①学校行事とのすみわけが明確である。
【視点】
・体育祭（応援，団体競技等）の練習の時間を単独で位置付けない。
・文化祭の合唱練習の時間を単独で位置付けない。
・PC練習の時間を単独で位置付けない。→ICT等の活用は探究的な学習の過程に位置付ける。（学習の必要感を踏まえて）
・体験活動が探究的な学習の過程に適切に位置付いている。（総合と特活の目標や内容の違いを踏まえる）
・体験活動は総合的な学習の時間の目標及び内容を踏まえて設定している。（要件を満たす活動のみ総合としてカウント可）

②年間１～３単元で構想している。
・年間や，単元など内容や時間のまとまりを見通して構想している。（探究的な学習を展開するには，一定程度の時間が必要）

③地域の教育資源を生かす計画である。
④体験活動を重視している。
⑤各教科等との関連を資質・能力ベースで図っている。

第１の目標（学習指導要領） 学校の教育目標

各学校において定める総合的な学習の時間の目標
その学校が育成することを目指す資質・能力（資質・能力の三つの柱）

学習活動（単元）

各学校において定める内容

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

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

第１ 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。

探究プロセスが複数回展開できるものか

横断的・総合的な学習としての性格をもっているか
（各教科等との関連を十分に図ることができるか）
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「総合的な学習の時間」を磨くために知っておきたい探究的・協働的な学習のポイント

①課題の
設定

□課題の設定

□児童生徒が自ら課題を設定する計画になっている。
□児童生徒が課題を実感できる体験的な活動が設定されている。
□児童生徒の考えとの「ずれ」や「隔たり」等から設定されている。
□児童生徒同士が協働的に気付きや課題を出し合う活動がある。

できている わからない できていない

□まとめ・表現

□児童生徒が，自らの体験を通して見出した考えを
まとめる工夫がある。

□伝える相手を想定して，表現する内容や方法まで
考える工夫がある。

□相手意識や目的意識が明確である。
□伝える活動を通して，児童生徒が自身の新たな課
題を見付けるための工夫がある。

できている わからない できていない

□整理・分析

□どのような情報が，どの程度収集されているかを検討する機会がある。
□収集した情報を，児童生徒同士やクラス内で共有する工夫がある。
□情報を整理し，分析する方法について児童生徒同士で検討する場面がある。
□児童生徒が収集した情報を，「考えるための技法」（思考ツール等）を活用してまとめたり，比較し
たりする等の分析する活動がある。

□各教科等の資質・能力と総合的な学習の時間を関連付けて考える場面がある。

□情報の収集

□実際の現場に出て情報収集する
体験的な活動がある。

□課題に応じた適切な情報収集ができ
る方法や場面を考えている。

□情報収集の目的が明確で，児童生
徒が目的を意識できる活動になって
いる。

□体験的な活動で得た情報を，適切な
方法で記録する工夫がある。

□収集した情報を児童生徒同士で共
有する活動がある。

□協働的な学習

□児童生徒が多様な考え方を持つ他者と
関わる機会を設定している。

□児童生徒が他者と話し合い，新しい価
値を創造するような機会を設定している。

□探究的な学習の各プロセスにおいて，
いつでも協働的な学習を行っている。

□学習活動が社会参加や社会参画につ
ながり，児童生徒の学習意欲が高まる
よう工夫している。

□発展的に繰り返すために

□グループ内，クラス内など，すべての児童生徒が表現す
る機会を繰り返し設定している。

□一連の学習プログラム内に，成果の報告が求められる
発表会を複数回設定している。

□児童生徒の学習意欲を維持するために，体験活動を意
図的に複数回計画している。

□児童生徒に学習の見通しや振り返る機会を持たせるた
めに，学びの掲示物を作成している。

④まとめ
表現

②情報の
収集

③整理
分析

できている わからない できていない

できている わからない できていない できている わからない できていない

できている わからない できていない

中央の図は，総合的な学習の時間のカリキュラム設計に欠かせない探究のプロセスです。

ここでは，総合的な学習の時間のカリキュラムが「探究的な学習」であり「発展的に繰り返されている」か，
また「協働的な学習」となっているかどうかを確認します。
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プロジェクトを立ち上げ，「総合的な学習の時間」を進化させる

□校長や管理職は，総合的な学習の時間を通して育成を目指す資質・能力についてビジョンを持ちリーダーシップを発揮している。
□「総合的な学習の時間」の推進を業務とする校務分掌が設置されている。
□担当する校務分掌に，全体を総括する「総合的な学習の時間コーディネーター」と学年の総合担当が所属している。
□児童生徒の学習集団に応じた指導体制が工夫されている。
□「総合的な学習の時間コーディネーター」と学年総合担当による打ち合わせが定期的に行われている。
□学年総合担当を中心とした学年内の打ち合わせが定期的に行われている。
□全教員を対象とした「総合的な学習の時間」に関する研修が，定期的かつ効果的に行われている。

□図書室は，児童生徒の学習情報センターとして積極的に活用されている。
□パソコン室が，学習の流れに合わせて利用できるよう，時間割が配慮されている。
□ICT環境の効果的な活用について教員の研修が実施され，計画的な導入を検討している。
□多様な学習形態に対応できる学習空間が確保されている。

□「総合的な学習の時間」の趣旨に沿った学習活動を実施するために，適切な授業時間が確保されている。
□体験活動や発表会等が，学習の流れに沿った適切な時期に実施できるよう柔軟な対応をしている。
□活動内容や趣旨に合わせて，学級や学年の枠を外すなど柔軟な指導体制を整備している。

□地域の特徴や実態を十分に考慮し，地域の教育資源を積極的に活用できている。
□校外の協力者との連携を推進する「総合的な学習の時間コーディネーター」を設置している。
□校外の協力者に，自校の状況や協力内容などについて説明する事前打ち合わせを行っている。
□校外の協力者と，定常的な情報交換が可能な連携関係を築いている。

カリキュラムを動態化させ，指導計画を確実に実施していくためには，学校全体を巻き込んだ推進体制の整備が欠かせません。そして，校長のリーダーシップ
をベースとした，以下の４つの視点を取り入れた体制の整備が重要です。ここでは，総合的な学習の時間を推進するための校内体制がどの程度整っているか
を把握し，状況に応じて行動計画を立てていきます。

校内組織の整備

学習環境の
整備

授業時間の確保
と弾力的な運用

外部との連携の
構築

プロジェクトの
結成

カリキュラムの
検討・策定

目標を
定める

継続的な取組
（磨き続ける）

推進の核となる体制を作る。

問題意識の高い教師を中心と
したプロジェクトを立ち上げ，
メンバーを割り当て，役割を
明確にする。

「探究のプロセス」の設計を軸
に，学習内容・カリキュラムを

検討する。先進的な取組校の
視察を交え，自校の総合的な
学習の時間を組み立てる。

教師が一丸となって目指す時
間軸を設定。児童生徒がどんな
ことができるようになるかを定め
る。

教科学習との連携，
生徒の実態や地域の
特徴，教師の状況に
応じた実践へ。

Check 
& 

Action
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