
総合的な学習の時間の充実に向けて

平成３１年１月
大分県教育庁義務教育課

新しい学習指導要領が告示され，総合的な学習の時間は，移行期から新学習
指導要領に基づいて取組を進めることが規定されています。
移行期からの円滑な実践に向け，本県ではこれまでに，小中学校の総合的な

学習の時間に関する資料をホームページ
（https://www.pref.oita.jp/soshiki/31810/）等で公開してきました。
例えば，
〇総合的な学習の時間の全体計画例
〇各教科等との関連を明示した単元プラン例
〇総合的な学習の時間を核にしたカリキュラム・マネジメント
〇総合的な学習の時間における「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」

の設定例 などです。

本資料は，総合的な学習の時間の充実に向けて，各学校において確認してい
ただきたいことをまとめました。児童生徒とともに総合的な学習の時間を創り，
楽しんでいただきたいと願い，以下の内容で構成しています。

ホームページの資料とともにご活用ください。

１）学校の教育目標と総合的な学習（探究）の時間の目標

２）各学校において定める内容

３）単元づくりの手順

４）探究的な学習のポイント

５）総合的な学習（探究）の時間を核としたカリキュラム・マネジメント
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１）学校の教育目標と総合的な学習の時間の目標

小中高等学校学習指導要領総則には，以下のような記述があります。

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
５章（中は第４章，高は第４章の第２の１）総合的な学習（探究）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。

この規定により，学校の教育目標の実現のためには総合的な学習（探究）の時間の果たす
役割が極めて大きくなることが明確になりました。総合的な学習（探究）の時間が，教育課
程の編成の核になったと言えます。このことを踏まえた上で，総合的な学習（探究）の時間
の全体像を確認しておきましょう。

（小中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版p.18）
（高等学校学習指導要領解説総合的な探究の時間編 HP版 p.21）

学校の教育目標と第１の目標を踏まえた総合的な学習の時間の目標の設定例は，
解説の以下のページを参照してください。
○小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版 pp.70～71
○中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版 pp.66～67
○高等学校学習指導要領解説総合的な探究の時間編 HP版 pp.85～86
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総合的な学習（探究）の時間の全体計画を構成するもの
○小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版 pp.89～91
○中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版 pp.85～87
○高等学校学習指導要領解説総合的な探究の時間編 HP版 pp.103～105

第１の目標（学習指導要領） 各学校における教育目標

各学校において定める目標

※第１の目標に示された二つの基本的な考え方を踏まえる
※（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

※新設

＜目標の設定例は＞
◆小学校解説冊子版 pp.70～72 ◆中学校解説冊子版 pp.66～68 ◆高校解説HP版 pp.85～87

＜探究課題例は＞
◆小学校解説冊子版pp.73～77
◆中学校解説冊子版pp.69～74
◆高校解説HP版 pp.88～92

＜具体的な資質・能力例は＞
◆小学校解説冊子版pp.78～82
◆中学校解説冊子版pp.74～79
◆高校解説HP版 pp.92～96

①

必
須
の
要
件
と
し
て
示
す
も
の

②
基
本
的
な
内
容
や
方
針
を

概
括
的
に
示
す
も
の

学習活動 指導方法 指導体制 学習の評価

＜【学習活動】【指導方法】【指導体制】【学習の評価】の例は＞
◆小学校解説冊子版p.90 ◆中学校解説冊子版p.86 ◆高校解説HP版 p.104

※総合的な学習の時間の教育活動の基本的な在り方を示すため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素な記述となるよう工夫する必要があります。

③
各
学
校
が
全
体
計
画
を

示
す
上
で
必
要
と
考
え
る
も
の

○年度の重点
○地域の実態
○学校（課程・学科）の実態
○児童生徒の実態
○保護者の願い
○教職員の願い
○各教科等との関連
○地域（・大学）との連携
○近隣の小・中・高等学校等との連携 など

※総合的な学習の時間の教育活動の基本的な
在り方を示すため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素な記述と
なるよう工夫する必要があります。

※全体計画の書式については，学校として，この時間の教育活動の基本的な在り方を概括的・構造的に示すという
趣旨から，基本的には各要素の関係が分かるよう簡潔に示すことが求められます。また，盛り込まれた事項相互の
関係が容易に把握できるよう，記述や表現を工夫することも必要です。

学校の教育目標と総合的な学習の時間の目標
を関連付けるようにします
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全体計画の例（佐伯市立松浦小学校）

学年

理科

探究課題の解決を通して育成をめざす具体的な資質・能力
別紙「資質・能力表」参照

（３）学びに向かう力，
   人間性等

内    容

国語

探
究
課
題

鶴見の「ひと」「こと」「もの」の特徴や
魅力と，それに関わる人々の思いや願い。
及び，それを実現しようとする活動の意
義。

各教科等において育成を目指す資質・能力

・自分の思いや考えが相手に伝わるように表現する力
・相手が伝えたい事柄を正確に理解する力
・言語についての知識や理解、技能  等

言語により分析・まとめ・表現
する学習活動

（１）知識及び技能

（２）思考力，判断力
   ，表現力等

鶴見の「ひと」「こと」「もの」の仕組みや
価値及び課題。また，それを支え，克服しよ
うとする人々の思いや考え方と取り組みに対
する努力や創意工夫。

学びに向かう力

・音楽によって養われる感性や情操
・感じたことを歌や楽器で表現する力  等

家庭
・日常生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技能
・家庭生活をよりよくしようと工夫する力と実践的な
態度  等

図工
・造形活動、表現活動等で養われた感性や情操
・形や色、材料などから発想する力
・材料や用具を用いる力  等

思考スキル
（比較・分類等）

思考ツール
（座標軸・ベン図等）

・活動の目的と見通しの明確化、共有化を重
視し、児童の課題意識を連続、発展させるよ
うにする。そのために、学習の足跡を記録・
掲示する。
・具体的な体験活動を重視する。
・各教科等との関連を重視した指導を行う。

・地域の特徴や願い、児童の実態等を踏ま
え、探究課題を設定する。
・地域のひと・こと・ものを生かした学習
活動を行う。
・学習成果を表現する場を設定する。
・年間１～２テーマでの取組を基本とし
て、探究のプロセスを３サイクル実施す
る。

音楽

生活

第１の目標

学びの花 絆の花

知・技

思・判・表

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（めざす子ども像）

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

総合的な学習の時間の目標

教科等の枠を超えた学習の基盤となる資質・能力

言語能力 情報活用能力

中学年 高学年

・自然事象に関心を持ち、進んで調べようとする態度
・科学的に筋道立てて考え、問題を解決する力
・見通しを持って観察、実験をする力  等

情報や情報技術を活用する学
習活動

協働的（対話的）な学習活動

社会

・社会的な事象に関心を持ち、進んで調べようとする
態度
・統計、資料、年表等を読み取り活用する力
・観察や調査した事柄を関連付ける力  等

算数

・数量や図形に興味を持ち、調べたり試したりしなが
ら課題を解決していこうとする力
・目的に応じて表やグラフを使って表現する力
・筋道を立てて考える力  等

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。

・身近な人々、社会、自然と関わる力
・自分自身や自分の生活について新たな気付きをする
力
・生活上必要な習慣や技能  等

学習評価

・振り返りを蓄積する。
・資質・能力一覧表を元に評価規準を設定
し、児童の観点別学習状況を把握する。
・個人内評価を重視する。
・授業分析による学習指導の評価を重視す
る。
・期末、学年末には指導計画を評価・改善
し、次年度の計画に生かす。

・全校指導体制を組織する。
・運営委員会における校内の連絡調整と指
導体制を確立する。
・ワークショップ研修を重視する。
・学習・情報コーナーを設置し、児童の主
体的な学びをサポートする。

・課題解決に向けて主体的活動するための道徳的な判
断力、心情、実践意欲と態度  等

道徳

指導体制

特別
活動

・話合いの仕方
・集団をよりよくしていこうとする意欲及び態度
・自発的、自主的に活動を進める力  等

・異なる言語や文化を理解する力
・積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度
 等

外国語
外国語
活動

体育
・健康で安全な生活を営む実践力
・たくましい心身  等

学習活動 指導方法

考えるための技法
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全体計画の例（中学校）
第１の目標 【学校の教育目標】

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主体的に習得して，自分のものとして活用できる力の育成
（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造する力の育成
（３）学んだことを自分や生活との関わりで捉え，自分の生活や生き方に役立てようとする態度の育成

【総合的な学習の時間の目標】

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。

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

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。

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。

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。

 

学年 第１学年（５０時間） 第２学年（７０時間） 第３学年（７０時間） 

探究課題 地域の自然環境や環境問題とその保全に取り組む

人々や組織 
地域の食やそれに関わる地域の産業及び生産者 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 

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 

・地域の自然環境や環境問題の現状が分かる。 
・地域の環境の現状と自分との関わりが分かる。 
・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。 
 

・地域の食や特産物の特徴が分かる。 
・地域の食と自分との関わりが分かる。 
・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。 

・町づくりや地域活性化の取組に関わる人々の思いや 
願いが分かる。 

・町づくりと自分との関わりが分かる。 
・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。 

【総合的な学習の時間の内容】

【学習活動】

・地域の実態，生徒の実
態を踏まえ，探究課題を
設定する。

・地域の人，もの，ことを
生かした学習活動を行う。

・学習成果を表現する場
として文化祭を活用する。

・年間１テーマでの取組
を基本とする。

【指導方法】

・生徒の課題意識を連続，発展させる支援と工
夫を行う。
・個に応じた指導の工夫を行う。
・体験活動を重視する。
・各教科等との関連を重視した指導を行う。

・言語により整理分析したり，まとめ・表現した
りする学習を重視する。

・協働的な学習を充実させるため，思考ツール
を積極的に活用する。

【指導体制】
・全校指導体制を組織する。

・運営委員会における校内の連絡
調整と指導体制を確立する。
・ワークショップ研修を重視する。

・メディアセンターとしての余裕教
室及び学校図書館の整備・充実
を図る。

・地域の教育資源をデータ化，教
材化するとともに，日常的な関わ
りを行う。

【学習評価】

・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
評価規準を設定する。
・個人内評価を重視する。
・指導と評価の一体化を充実する。

・授業分析による学習指導の評価を
重視。

・期末，学年末には指導計画を評価・
改善し，次年度の計画に生かす。

※詳細は「全体計画例」を参照ください。
https://www.pref.oita.jp/site/gakkokyoiku/post-124.html

【各教科等との関連（各教科等で育成する資質・能力）】

国語 社会 理科 数学 外国語 美術

○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・

音楽 保健体育 技術家庭 特別の教科道徳 特別活動

○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・ ○・・・・・・・・・・・・・

【小学校や近隣の中学校、進学校との連携】



２）各学校において定める内容
各学校においては，第１の目標を踏まえ，総合的な学習（探究）の時間の内容を定めること

が求められています。今回の改訂において，総合的な学習（探究）の時間の内容については，
「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」の二つを定める必要があり，指導計画に適切に位置付けることが求められています。

●目標の実現に向けて，各学校と
して設定した，児童生徒が探究
的な学習に取り組む課題。従来
「学習対象」として説明されて
きたものに相当する。

●各学校において定める目標に明示された資質・能
力を，各探究課題に即して具体的に示したもの。
教師の適切な指導の下，児童生徒が各探究課題の
解決に取り組む中で，育成することを目指す資
質・能力

【探究課題設定の要件】

何を学ぶか 新設 学習方法
自分自身
他者社会

【具体的な資質・能力の設定例】

https://www.pref.oita.jp/site/gakkokyoiku/post-124.html 大分県 総合 全体計画例

6
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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

例）探究課題：津波から人々を守るための活動の仕組みや価値と，それに携わる人々の努力や創意工夫（小５年）

〇津波から自分たちの身を守るための取組が，行政，各家庭などによって進められ，それぞれが関わり合いながら
役割を果たしていること。（相互性）
〇津波から身を守るためには，その時だけでなく，日頃から地域や周囲の人々と関わっておくことが大切になること。
（連携性）
〇津波に限らず，災害による被害をできるだけ少なくするには，一人一人が自ら取り組む「自助」が大切であり，安全

対策や身の安全の守り方を知っておくことが必要であること （必要性） など

どのような概念的知識が形成されるかを明示することが大切！

思考力，判断力，表現力等 探究的な学習の過程が繰り返され，連続することで実現される！

学びに向かう力，人間性等 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こと！

○小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版 pp.78～82
○中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版 pp.74～79
○高等学校学習指導要領解説総合的な探究の時間編 HP版 pp.92～96



8

「考えるための技法」の活用

○中学校生徒用「自ら学び，共に学ぶ 総合的な学習の時間探究ガイドブック」pp.25～26
○小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版 pp.82～86
○中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編 冊子版 pp.79～83
○高等学校学習指導要領解説総合的な探究の時間編 HP版 pp.97～100

「考えるための技法」 内容

順序付ける ・複数の対象について，ある視点や条件に沿って対象を並び替える。

比較する ・複数の対象について，ある視点から共通点や相違点を明らかにする。

分類する ・複数の対象について，ある視点から共通点のあるもの同士をまとめる。

関連付ける ・複数の対象がどのような関係にあるかを見付ける。
・ある対象に関係するものを見付けて増やしていく。

多面的に見る・多角的に見る ・対象のもつ複数の性質に着目したり，対象を異なる複数の角度から捉え
たりする。

理由付ける
（原因や根拠を見付ける）

対象の理由や原因，根拠を見付けたり予想したりする。

見通す（結果を予想する） ・見通しを立てる。物事の結果を予想する。

具体化する
（個別化する，分解する）

・対象に関する上位概念・規則に当てはまる具体例を挙げたり，対象を構
成する下位概念や要素に分けたりする。

抽象化する
（一般化する，統合する）

・対象に関する上位概念や法則を挙げたり，複数の対象を一つにまとめた
りする。

構造化する ・考えを構造的（網構造・層構造など）に整理する。

活動の目的や意図に応じて「考えるための技法」とマッチした思考ツールを選択・活用する

「考えるための技法」 関連する思考ツール（例）

順序付ける

など

比較する

など

分類する

など



３）単元づくりの手順
単元を構想し，単元計画としてデザインする際には，以下のような手順が考えられます。

（文部科学省 「小学校編 今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」（2010）pp.86～95 教育図書）
（文部科学省 「中学校編 今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開」（2010）pp.86～95 教育図書）
（文部科学省 「小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編」（2017） pp.99～105）
（文部科学省 「中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編」（2017） pp.95～100）
（文部科学省 「高等学校学習指導要領解説総合的な探究の時間編」（2018）pp.113～118）

9

計画する

構想する

発想する
●子どもの興味・関心，教師の願い，学習活動・教材の特性の３つの要素を踏まえ，およその単元の概要を思い描く。
●どのような資質・能力を育てたいのか，どのような内容を学んでほしいのか考え，中心となる学習活動を思い描く。

●子どもの主体的で粘り強い問題の解決や探究活動を生み出すには，子どもの関心や疑問を重視し，適切に取り扱う。
●問題の解決や探究活動の展開において，教師が意図した学習を効果的に生み出していくようにする。

●発想の段階で生まれた様々な学習活動を，一連の問題解決の流れと子どもの意識の流れに沿った展開として整える。
●課題の解決に向けた探究のプロセスが繰り返し発展的に行われることをイメージする。
●各教科等との関連，教育資源の活用についても考えておく。



３）単元づくりの手順
単元を構成する際には，以下の２点に留意することが大切です。

②学習の展開における子どもの意識や活動の向かう方向を的確に予測する

①十分な教材研究を行い，取り扱う内容を想定する

●子どもの立場で考えること。
●複数の教師で予測を行い，意見が異なった点については慎重に検討すること。
●可能な限り具体的に，丁寧に予測すること。

●総合的な学習の時間では，子どもにとって意味のある課題の解決や探究的な学習活動
のまとまりを基に単元を構成します。そのため，活動の過程において取り扱う内容は
一つとは限らず，一つの単元の中で複数の内容が見込まれることも考えられます。

●例えば，以下のようにウェビングマップを使って，教師自身が幅広く拡散的に教材研
究を行うことも有効です。複数の教師で取り組んでみると，様々な発想やつながりが
生まれます。

（文部科学省，「小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編」（2017） pp.102～103
10

拡散的に探索する手法の例
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単元例 カボススイーツを作って，カボスの魅力を発信しよう
（小学校第３学年：５０時間扱い※）

時期 ９月～１０月 １１月～１月 ２月～３月

探究の
過程

カボスについて調べる過程で，体験
したり考えたりしたことをまとめ，課
題をつくる（１５時間）

カボススイーツを開発しよう！
（２０時間）

カボスムースを地域の人に食べてもらっ
て，カボスの魅力を発信しよう
（１５時間）

課題
設定

・スーパーで売られているカボスの
加工品を紹介し，「カボス」に目を向
けさせ，カボスが大分の特産品であ
ることに興味・関心を持たせる。

・カボスとスダチの全国での知名度
のデータを提示し，「なぜカボスは知
名度が低いのか」と疑問を持たせ，
予想を広げて共有する。
（ウェビングマップ）

【課題設定①】

・カボスの知名度
を上げるために，
自分たちの力で
カボスの魅力を
発信するにはど
のような方法が
良いのだろうか。

【課題設定②】

・スイーツ開発がよ
さそうだけど，どん
なスイーツが作れる
のだろうか。

・大分駅で配ろうよ。配るときに，パンフ
レットを付けたらどうかな。

情報
収集

・家族や親戚に聞く。

・スダチについての情報を集める。
（生産する団体へのＦＡＸ等）
・地域のカボス農家と交流する。

【情報の取集①】

・カボスの加工品
を詳しく調べる。

・カボスのイメー
ジや食べてみた
い料理等につい
て家族や親戚に
聞く。

・調べてきた加工
品や聞いてきた
ことをクラスで共
有する。

【情報の収集②】

・地域のスイーツ店
に行って，商品を見
たりシェフに聞いた
りして，開発できそ
うなスイーツを調べ
よう。

・スイーツを候補の
中から１つに決定す
るためにフリップ
ボードを持って街頭
調査に行こう。

・自分たちが伝えたいこ
とが伝わるのか，先生
たちにパンフレットを見
てもらおう。

整理
分析

・収集した情報や体験活動を通して
分かったことを，視点を決めて分類・
整理する。

【整理・分析①】

・意外性や実現
可能性等の視点
から，カボスの魅
力を発信する方
法を整理・分析
する。

【整理・分析②】

・街頭調査の結果
はムースが多かっ
た。シェフから聞い
たレシピで本当に作
れるのか，ムースを
作ってみよう。

・Ｐ＆Ｓシートを使って
パンフレットをよりよくす
るための改善策を考え
る。

まとめ
表現

振り
返り

・カボスについて分かったことを，報
告文にまとめる。

【期待する振り返り】

・スダチとカボスの違いが分かった。
それぞれに良さがあり，生産してい
る人は一生懸命作って，魅力を多く
の人に知ってもらいたいという願い
や思いを持っていることがわかった。
大分に住む僕たちがカボスの魅力
を発信していきたい。

・いよいよムース作りだ。僕たちにもムー
スが作れた。

【期待する振り返り】

・街頭調査で会った人やシェフのおかげ
でムースが作れた。このムースを多くの
人に食べてもらって，カボスの魅力を発
信したい。

【まとめ・表
現①】

・自分たちの
学習活動の
目的や経緯，
カボスの魅
力等をパンフ
レットにまと
める。

【まとめ・表現②】

・わかりやすいパンフ
レットができた。

・大分駅でたくさんの人
にカボスムースを食べ
てもらおう。

【期待する振り返り】

街の人が「おいしい。」
や，カボスの木の秘密
について「初めて知っ
た。」と言ってくれて目
的が達成できた。

調べる つくる 発信する

【単元の振り返り】（期待する姿）

・１年間の学習でカボスのことがよく分かった。また，カボスを作っている人の苦労や喜びを知ってカボスがもっともっと好きに
なった。大分駅でカボスムースを食べた人がおいしいと言ってくれて嬉しかった。けんかや失敗もしたけど，みんなでたくさん
考えてこの活動が成功したので，みんなの力が合わさるともっとがんばれると思った。関わってくれた人にも感謝したい。
など

※総合的な学習の時間の入門期に当たり，年間２単元で構成しています。１単元目は20時間扱いで，探究のプロセスを
経験する場合の例です。
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単元例 世界農業遺産の文化的側面について考え，継承するため
にできることを考え実行しよう

（中学校第１学年：５０時間扱い）

時期 ５月～９月 １０月～１２月 １月～２月

探究
の過
程

世界農業遺産の文化的側面に
ついて調べる（１５時間）

世界農業遺産の文化的側面につい
て，考えたことを発表する
（２０時間）

世界農業遺産の継承について
できることを考えて発表する
（１５時間）

課題
設定

・認定地域の魅力を出し合い共
有し，地域のよさを広げていくた
めの課題を見いだす。

・六郷満山文化について疑問に思っ
たことを出し合い共有し，世界農業遺
産とどのような関係があるのか仮説
を立て，課題をつくる。

・これまでに調べてまとめてきた
世界農業遺産と六郷満山文化と
の関わりを踏まえ，地域の農林
水産業等の現状から課題を見い
だす。

情報
収集

・自分で考えたことや家庭及び
地域の人たちに聞き取りをし，
認定地域の魅力を裏付ける理
由を収集する。

・世界農業遺産や六郷満山文化に携
わるGTの講話を聴き，両者の歴史と
現状についての情報を収集する。

・パンフレット等からも情報を収集す
る。

・地域の農林水産業等に従事す
る人々の願いや要望などを収集
する。
・関係課から情報を収集する。

整理
分析

・収集した情報を出し合い，KJ法
で整理する。

・世界農業遺産と六郷満山文化
との関わりを整理する。

・GTの話等から世界農業遺産と六郷
満山文化の関わりを明らかにする。

・両者の関係や，多くの方々に知って
もらいたいことなどを整理する。

・収集した情報を，視点を決めて
分類したり，グラフ化したりして成
果や問題点を明確にする。

・問題点に対する解決策やアイ
ディアを出し合い，発信する内容
と方法を決める。

まとめ
表現

振り
返り

・調べてまとめたことを共有し，
世界農業遺産と六郷満山文化
との関わりについて，新たな課
題を見いだす。

【期待する振り返り】

・世界農業遺産について調べて
みると，六郷満山文化と関係し
ていることが分かった。どちらも
歴史が深いけど，いつごろから
関係があるのか，もう少し調べ
てみたい。

・多くの人たちに知らせたい内容に応
じた表現方法を考える。

・これまでの学習をまとめ，文化祭で
発表する。

【期待する振り返り】

・世界農業遺産と六郷満山文化のつ
ながりが分かった。1300年前に開山
したことや，文化遺産や伝統文化な
どがあることを，もっと多くの人たちに
知ってもらいたい。

・これまでに関わった方々や，認
定地域内の小学生，中学生を招
待して，「世界農業遺産の継承と
発展に向けて自分たちにできる
こと」として発表する。

【期待する振り返り】

・認定地域になって有名になって
いるけど，継承する人が少ないこ
とや，生産を維持するために
様々な工夫や努力が必要である
ことが分かった。

調べる まとめる 実行する

【ポイント】
○児童生徒の興味・関心の実態を把握する
○児童生徒が教材と出会う姿を思い描き，単元の中心的な活動を明確にする
○どのような資質・能力の育成を目指すのか，全体計画を踏まえる
○単元（授業，活動等）のイメージを学年で共有する
○児童生徒が何を学ぶのか，教師の願いを踏まえて単元名を決める
○探究的な学習として単元が展開するイメージを思い描く
○探究の各プロセスにおける具体的な学習活動を構想する
○単元計画を具体的に書き表す

（今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開 小学校編pp.90～99）
（今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開 中学校編pp.90～99）
（今，求められる力を高める総合的な学習の時間の展開 高等学校編pp.100～109 ）

中学校の総合的な学習の時間は，
第１学年は年間50時間
第２学年は年間70時間
第３学年は年間70時間
扱いです。



４）探究的な学習のポイント
総合的な学習（探究）の時間では，「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まと

め・表現」という探究のプロセスがスパイラルに連続していきます。その際，その連続が右肩
上がりに高まっていくことが重要です。活動だけで終わってしまうのではなく，子どもたち一
人一人の学びの向かう先はどこなのか，「資質・能力」の育成という視点から，プロセスの
ゴールを明確にする必要があります。（「到達点の明確化」）
特に，子どもたちがどのような概念を形成するかという，認識の高まりをゴールとして描いて

おくことが大切です。

（田村学，「深い学び」（2018）pp.192～195 東洋館出版社

資質・能力
概念的知識の形成

例えば，地域の川を学習対象に探究的な学習を行う場合の探究課題と概念の例

到達点の明確化

【探究課題：○○川の多様な生き物や自然】

○川には多様な生き物が住んでいる
○生き物の多様性を支える植生がある
○川の豊かな自然環境

【探究課題：○○川の水質や環境の向上に
関わる人々の協働】

○汚れていた川を人の協働によって水質の向上
や水環境の改善を図っていく

○川の環境を維持する人々や組織

生物の多様性や相互性，有限性 など

人々の連携，協働，相互性 など

概念（例）

学習対象が似ていても，たどり着きたい概念は多様に考えられます。
教材研究を行う際に，子どもたちに形成される概念を想定することがポイントです。
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通過点の具体化

４）探究的な学習のポイント
期待される資質・能力の育成のためには，プロセスの中でどのような学習活動を行うか，明

確にしておくことに加え，その質を高める必要があります。（「通過点の具体化」）
子どもたちの学びの深まりをつくっていく上で，学習活動の質が上がり，連続して繰り返さ

れることが，資質・能力を育成することにつながっていきます。

到達点
資質・能力の育成

14

学習活動の質を高める２つの視点（高等学校学習指導要領解説総合的な探究の時間編pp.8～9）

（田村学，「学習指導要領2020に即した総合的な学習の時間 見直しのポイント」小４教育技術（2018）pp.53～59 小学館

探究の過程が「高度化」する 探究が「自律的」に行われる

①目的と解決の方法に矛盾がない
②適切に資質・能力を活用している
③焦点化し深く掘り下げている
④幅広い可能性を視野に入れている

①自分にとって関わりが深い課題になる
②探究の過程を見通し，自分の力で進める
③得られた知見を生かして社会に参画する

子どもの学びをコーディネートしていく教師は，これらのことを知った上で，総合的な学習の
時間が適切で深まりのあるものになっているかどうかを見直すことが大切です。

各教科等で育まれた資質・能力
の活用・発揮

考えるための技法

多様な他者と協働して主体的に取り組む
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１時間の展開例（小学校第３学年本時「ごまだしの魅力を伝えよう」の場合）

主体的な学びを促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」の設定例（生活科・総合的な学習の時間編）
https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/20181207.html

本時のねらい 集めたごまだしの魅力の中から自分たちの力で発信したいことについて、「ランキング」や「ピラミッドチャート」を活
用して話し合う活動を通して、発信したい理由を明確にするともに、発信したい内容を焦点化することができ
るようにする。

めあて これまでに調べて分かったごまだしの魅力の中から、自分たちが発信したいことを決めよう。

展開 ①自分たちが調べたごまだしの魅力を確認する。
②ランキングを使い、自分が発信したいごまだしの魅力を選ぶ。（個人･･選んだ理由も書く）
③ピラミッドチャートを使ってグループで話し合う。
個人のランキングに書いた理由を伝え合いながら、グループで焦点化する。
④全体で共有する。
⑤本時の学習を振り返る。

振り返り ○本時で話し合ったり考えたりしたことを振り返って記述する。次の時間に取り組む活動の見通しを書く。

展開 ①全体でごまだしの魅力を確認する ②個人で，ランキングを用いて順序付けする

③グループで，ピラミッドチャートを用いて焦点化する④全体で共有する
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５）総合的な学習（探究）の時間を核としたカリキュラム・マネジメント

学習指導要領第１章総則に示されたカリキュラム・マネジメントの三つの側面のうち，側面
①と側面③について考えてみます。

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

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

（白井俊，「Society 5.0時代を見据えた学校教育の在り方」講演資料（2018）より）

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例A中学校 校内研究組織

総合的な学習（探究）の時間を中心として，各教科等の内容や資質・能力との関連を明示することが考えら
れます。

○組織とその活動内容を明確にすること
で，以下の不適切な扱いをなくし，学校
全体の総合的な学習の時間の質を高める
ことが大切です。

◆行事の練習の時間となっていないか

◆体験活動をそのまま総合的な学習の
時間でカウントしていないか

◆教科の補充の時間にしていないか

◆進路指導の時間として扱っていないか

重要！

児童生徒の姿から，取組を評価・改善し，次の計画
につなぐPDCAサイクルを確立することも大切です。
（カリキュラム・マネジメント②の側面）


