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研究の意図Ⅰ

平成８年７月に出された第15期中央教育審

議会答申「21世紀を展望した我が国の教育の

在り方について（第一次答申 」において、自）

ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育

成を目指して、総合的な学習の時間の創設が

提言された。総合的な学習の時間では、地域

や学校、生徒の実態等に応じて各学校が創意

工夫を生かした特色ある教育活動を展開して

いくことが求められている。その場合、高等

学校では、課程、学科により様々なタイプが

見られ、生徒も小・中学校に比べ将来の進路

目標がより明確になっている点に配慮するこ

とが大切である。

そこで、本研究では、それぞれの高等学校

が自校の特徴に応じた特色ある学習活動を展

開できるような総合的な学習の時間の構築を

目指し、その具体的な方策について実践的に

研究することとした。

研究の概要Ⅱ

１ 研究の内容

本研究の研究期間は、平成13年度・14年度

の２年間である。

研究を進めるに当たっては、各高等学校が

自校の特徴に応じた総合的な学習の時間を構

築する際の参考となるように、全日制課程の

高等学校、即ち、普通科、総合学科及び専門

学科を設置する学校の教員に調査研究協力員

（以下「協力員」という）を依頼した。協力

員の所属する各高等学校の概要は、 に示表１

したとおりである。

ところで、平成11年３月に告示された学習

指導要領の総則には、この時間の趣旨、ねら

い等が示されているだけなので、各学校が総

合的な学習の時間を構築するに当たっては、

カリキュラムづくりをはじめ多くの乗り越え

なければならない課題がある。そこで、それ

らの課題を解決するための具体的な手だてと

して、各協力員に自校の「総合的な学習の時

間解説書 （以下「解説書」という）を作成す」

ることにした。

作成に当たっては、総合的な学習の時間の

基本的な考え方やカリキュラムづくり等につ

、「 」いての理論的研究が必要なことから 解説書

の作成と平行して理論的研究を行った。

２ 研究の経過

(1) １年次（平成13年度）

１年次は、以下の事項を中心に研究した。

○総合的な学習の時間の基本的な考え方

・創設の意図

・ねらい

・高等学校における特徴

○「解説書」作成に当たっての理論的研究

・目標（育みたい生徒像）及びテーマ

○自校の「解説書」の作成

・目標（育みたい生徒像）及びテーマ

○学校訪問

・宇部西高等学校〔９／29（土 〕）

（平成１４年４月現在）表１ 調査研究協力員所属校の概要

学 科 普 通 総 合 専 門

高等学校名 岩 国 鹿 野 宇部中央 田 部 宇 部 西 南陽工業

課 程 等 単位制 学年制 単位制 学年制 単位制 学年制

普通科 普通科 普通科 普通科 機械科
理数科 システム機械科総合生活科

電気科
化学工業科

生徒数 ９９８ ７８ ７７９ ３５１ ７０９ ４７２
(学級数） (２５) (４) (２０) (９) (１８) (１２)
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「産業社会と人間」各種調査体験学

習発表会

・田部高等学校〔10／６（土 〕）

総合的な学習の時間の授業参観

教育研修所講師による校内研修会

・鹿野高等学校〔10／30（火 〕）

総合的な学習の時間の授業参観

(2) ２年次（平成14年度）

２年次は、以下の事項を中心に研究した。

○「解説書」作成に当たっての理論的研究

・課題設定、カリキュラム及び評価等

○自校の「解説書」の作成

・課題設定、カリキュラム及び評価等

○学校訪問

・宇部西高等学校〔７／１（月 〕）

２年次における総合的な学習の時間

の研究授業

・南陽工業高等学校〔７／15（月 〕）

「卒業生を囲む会」参観

・田部高等学校〔９／27（金 〕）

総合的な学習の時間の授業参観

・鹿野高等学校〔10／28（月 〕）

自然生活学習自然観察班授業参観

・宇部中央高等学校〔11／13（水 〕）

「職業人講話」参観

研究の実際Ⅲ

１ 総合的な学習の時間の基本的な考え方

(1) 創設の趣旨

総合的な学習の時間が創設された趣旨は次

の２点である。

ア 「生きる力」の育成

日本の児童生徒の学習状況をみると、学力

はおおむね良好であるが、自ら調べ判断し、

自分なりの考えをもち、それを表現する力が

十分育っていないなどの問題点が指摘されて

いる。

、 、さらに 変化の著しい現代の社会において

国際化や情報化の進展、また様々な環境問題

等への対応を迫られ、国際理解教育、情報教

育、環境教育等を行う社会的要請が強まって

きている。

このような現状を踏まえ、中央教育審議会

答申（平成８年７月）において 「ゆとりの中、

で生きる力を育む」という教育の基本的な方

向性が打ち出された。

「生きる力」の育成には、体験的な学習や

問題解決的な学習等の豊かな教育活動を可能

にする横断的・総合的な指導が有効である。

また、教科間の連携を図りながら教科の枠を

。越えた横断的・総合的な指導も必要と考える

総合的な学習の時間は、そのような指導を積

極的に推進する時間として創設されたといえる。

イ 特色ある教育活動の展開

現在、学校の在り方を子どもの側に立って

見直そうという教育観の転換の考え方を背景

として、特色ある教育活動の推進が図られて

いる。教育課程審議会答申（平成10年７月）

では、総合的な学習の時間の創設の趣旨の中

で、各学校が創意工夫を生かして特色ある教

育活動を展開できるような時間を確保するこ

とが取り上げられている。つまり、総合的な

学習の時間は、子どもの側に立った教育観の

もと、特色ある教育活動を展開するための教

育活動の一つとして設けられたものである。

(2) ねらい

総合的な学習の時間のねらいについては、

高等学校学習指導要領に示されている。この

ねらいをまとめると、次のようになる。総合

的な学習の時間では、これらのねらいを踏ま

えた実践が求められる。

①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・能力の育成

②学び方やものの考え方の育成

③問題解決に主体的、創造的に取り組む

態度の育成

④自己の在り方生き方についての自覚

①は、この時間が目指す中心的なねらいで
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ある。生徒の内的な学習動機を生かし、課題

設定力や課題解決力、自己学習力、さらには

思考力・判断力の育成を目指す。問題解決的

な学習の中心となる資質・能力である。

②は、①の資質や能力を身に付けるために

必要な技法に関する能力で、情報収集や調べ

方だけでなく、報告、発表及びコミュニケー

ション能力等の育成を目指すものである。

③は、学習に対する姿勢や態度に関するね

らいである。生徒が総合的な学習の時間で問

題解決に主体的、創造的に取り組んだ結果、

他の学習でも同様な態度で取り組むことがで

きるようになることを目指すものである。

④は、生徒がこの時間の学習を通して、自

己の在り方生き方について考えを深め、それ

をまとめ、表現することをねらったものであ

る。また、卒業後の進路を主体的に選択し、

生きがいのある生活の実現を目指すものである。

ねらいに示された資質や能力等は、各教科

・科目等でも育成を目指すものである。しか

しながら、学校で学ぶ知識等を実感をもって

理解する機会が減少している現状を踏まえる

と、体験的な学習を取り入れるなどして、各

教科・科目で身に付けた知識や技能等を相互

に関連付け、深め、総合的に働くようにする

知の総合化を目指すことが重要である。

以上のことから、このねらいでは、生徒が

自己の在り方生き方を考え実践できるのに必

要な問題解決の資質や能力、学び方やものの

考え方、主体的・創造的な探究の態度を身に

。 、付けることを目指していると考える そして

そのための教育の方法として、問題解決的な

学習が重視されているのである。

(3) 高等学校における総合的な学習の時間の

特徴

高等学校の総合的な学習の時間は、基本的

には小・中学校と同様の性格をもつものであ

るが、学習の展開等で以下のような特徴がある。

第一に、学習活動の内容の多様さがあげら

れる。次は、学習指導要領に示された高等学

校における総合的な学習の時間の学習活動の

例示である。

ア 国際理解、情報、環境、福祉・健康

などの横断的・総合的な課題について

の学習活動

イ 生徒が興味・関心、進路等に応じて

設定した課題について、知識や技能の

深化、総合化を図る学習活動

ウ 自己の在り方生き方や進路について

考察する学習活動

これによれば、小・中学校でも例示されて

いる「横断的・総合的な課題の学習活動」の

他に、高等学校では「知識や技能の深化、総

合化を図る学習活動」や「自己の在り方生き

方や進路について考察する学習」があげられ

ている 「知識や技能の深化、総合化を図る学。

習活動」については、生徒一人一人が、学際

的視点に立つなどして、仮説を立てて物事を

吟味して深化を図ったり、教科等で学んだ知

識や技能等を相互に関連付け、それらを生か

して総合化を図ったりする学習、中でも個人

研究を行うことに特徴がある。また 「自己の、

在り方生き方や進路について考察する学習」

については、この時間のねらいの一つである

「自己の在り方生き方についての自覚」を踏

まえたものである。高校生は、進路への意識

を高め、将来の自己の生き方を選択する能力

や態度を育成し、自立を図る必要がある。総

合学科の「産業社会と人間」をモデルとする

ものである。

第二に、授業時数に幅をもたせていること

があげられる。授業時数は105～210単位時間

が標準とされている。幅をもたせることで、

各学校が創意工夫を生かした特色ある教育活

動を一層展開できるように配慮されているの

である。

第三に、卒業の単位修得条件として重視さ

れていることがあげられる。即ち、生徒の学
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習成果が満足できると認められる場合に、単

位の修得を認定することとされているのであ

る。

２ 「総合的な学習の時間解説書」の概要

(1) 「総合的な学習の時間解説書」の作成の

意図

総合的な学習の時間では、以上のような基

本的な考え方に基づいて、カリキュラムの編

成を行う。

しかし、その場合、学習指導要領の総則に

おいては、総合的な学習の時間の趣旨、ねら

い等を示すにとどまり、各教科のように目標

や内容は示されていない。これは、このたび

の教育課程の基準改訂にともない、各学校に

おいて創意工夫を生かした特色ある教育活動

の展開が求められているからである。

したがって、各学校においては、総合的な

学習の時間の編成に向けて、カリキュラムづ

くりをはじめとする諸課題に取り組む必要が

ある。

そこで、各学校におけるこの時間の実践の

ために、学校独自の目標や学習内容及びその

扱い等をまとめた「解説書」を各協力員が作

成することとした。

(2) 「総合的な学習の時間解説書」の考え方

「解説書」づくりの土台となる考え方は、

に示したとおりである 「解説書」の作成図１ 。

に当たっては、まず、各学校が 「どのような、

生徒を育てたいか」ということなどを踏まえ

て設定した総合的な学習の時間の目標（育み

たい生徒像）のもとに、テーマや各単元の目

標を定め、この時間の展開を考えることにな

展開は 基本的にはPlan 計画 →Do 実る。 、 （ ） （

践）→See（評価）を繰り返すかたちで行わ

れる。

このようにして「解説書」を作成すること

で、各学校は、創意工夫を生かした特色ある

教育活動を展開することができる。このこと

、 。は 特色ある学校づくりにつながると考える

図１ 「総合的な学習の時間解説書」の概念図

、 、そして 総合的な学習の時間の実践を通して

自ら学び、自ら考える力などの「生きる力」

を育成することを目指すのである。

３ 「総合的な学習の時間解説書」の作成の

考え方

(1) 作成の手順と検討・推進体制

ア 作成の手順

カリキュラムづくりなどを行うために 「解、

説書」を作成するに当たっては、まず、取組

の手順を明確にする必要がある。手順をまと

めると次のようになる。

Plan (計画)

目標（育みたい生徒像）
テーマ の決定

ã

カリキュラムの編成

ã
Do (実践)

単元指導計画の作成

授業実践

総合的な学習の時間の目標
育みたい生徒像

目指す学校像

学習指導要領の分析

趣旨 ねらい

自校の教育目標

の分析

教育ビジョンの分析

３つの力

３つの心

学校内の分析

学校のタイプ

生徒の実態、進路

生徒、教師、保護者の願い

学校外の分析

地域の変化、社会の実情

地域・時代の要請

展 開

Ｐｌａｎ
目標、テーマの設定

単元目標

カリキュラム編成

見通し

評価規準

総合的な学習の時間解説書

Ｄｏ
学習活動

カリキュラムチェック
Ｓｅｅ

テーマやカリキュラム

の評価

学習成果の評価

教
科
横
断
的
な
学
習

特
別
活
動

進
路

在
り
方
生
き
方

特色ある教育 特色ある学校づ く り

生きる力
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ã
See (評価)

評価

この手順に従えば、各学校は、自校の特徴

に応じた特色ある学習活動を展開できるよう

な、総合的な学習の時間を編成することがで

きる。

イ 検討体制

総合的な学習の時間を立ち上げるに当たっ

ては、校内に教務部を含めた検討委員会を設

、 。置し 体制づくりに努めることが考えられる

検討委員会を運営する上では、次のような留

意点があげられる。

・教育課程全体の検討とあわせて検討する。

・具体的な検討に入る前に、総合的な学習の時

間について十分共通理解を図る。

・自校のこれまでの教育活動に工夫を加える姿

、 。勢で 総合的な学習の時間の立ち上げを行う

・委員会の検討結果を逐次職員会議に諮り、教

職員の共通理解を図る。

ウ 推進体制

次に、総合的な学習の時間が実施に移され

る段階では、校内の推進体制を整えるととも

に、地域との連携を図ることが重要である。

具体的には、推進組織に次のような機能をも

たせることが考えられる。

（校務分掌、学年、教科の代表）○調査機能

先行研究事例紹介、教師の研修、カリキュ

ラム改善等

（学年会中心）○実践機能

教科や特別活動との関連の検討 指導法 Ｔ、 （

Ｔ等）や学習形態の工夫等

○渉外機能

職場訪問先の検討 地域にある教育資源 人、 （

材・施設・情報等）の整理等

ここで、各協力員の学校の取組について述

べる。

総合学科が設置されている宇部西高等学校

の場合、総合的な学習の時間の学習のモデル

である「産業社会と人間」や「課題研究」が

、「 」実施されるに当たっては 産業社会と人間部

という校務分掌が中心となって、上記のよう

な機能を担当してきた そして 推進に当たっ。 、

ては、教務部や進路指導部、そしてとりわけ

学年会との密接な関係が前提となってきた。

なお 「課題研究」については、その性質上、、

各教科の協力を抜きにしては、実施に移すこ

とは難しい。

また、コースや講座を設定して総合的な学

習の時間を運営している鹿野高等学校や田部

高等学校の場合、各コースの責任者と教務部

（又は小委員会）が、上記のような業務を分

担して推進している。

(2) 作成の考え方

ア 目標（育みたい生徒像）

、「 」(1)で示した作成の手順に従って 解説書

を作成する際の考え方について述べることに

する。

に各学校が総合的な学習の時間を編成する

際しては、まず 「どのような生徒を育てた、

。」、「 。」いか どのような学校づくりを目指すか

ということを考えなければならない。具体的

には、学習指導要領に示された総合的な学習

の時間のねらいを各学校で読み解き、この時

間で身に付けさせたい力は何かを決めること

が重要であると考える。そして、それを自校

の目標として設定するのである。その際、各

学校が特色ある教育活動を展開するために

、 。は 生徒や地域の実態を踏まえる必要がある

具体的には、最初に述べた学校のタイプ、生

徒の実態・進路、生徒・教師・保護者の願い

といった学校内の分析、そして、さらに、地

域の変化、社会の実情といった学校外の分析

を行う必要がある。

また、この分析を踏まえた自校の教育目標
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や 山口県教育ビジョンの ３つの力 と ３、 「 」 「

つの心」に基づいて目標を設定しなければな

らない。

イ テーマ

次に、テーマづくりについて考察すると、

テーマは、まず目標の実現に直結するもので

なければならない。また、総合的な学習の時

間の学習内容を作成する際のイメージとして

利用するものである。したがって、多くの学

習課題を含む発展性のあるテーマを設定する

必要があると考える。

、 、「 」例えば 岩国高等学校では 五橋を越えて

。 、というテーマを設定している このテーマは

「進路発見・課題設定・学習計画立案・課題

探究・情報発信」の５つの目標を達成して自

、 「 」己実現を目指すことを 錦帯橋の別名 五橋

と掛け合わせて表現している(14頁参照 。）

ウ 課題設定

(ｱ) 総合的な学習の時間における問題解決的

な学習と課題設定

手順に従えば、次はカリキュラムについて

考察することになるが、ここではその前に総

合的な学習の時間の重要なポイントである課

題設定について考察する。

先に、総合的な学習の時間のねらいでは、

教育の方法として、問題解決的な学習が重視

されていることを指摘した。

問題解決的な学習は 「課題設定→調査・研、

究→まとめ」の過程で展開される。この過程

において、教科学習では、学習指導要領に目

標や内容が示されているため、それに沿って

課題を設定することになる。一方、総合的な

学習の時間では、学習内容等は示されておら

ず 「自ら課題を見つけ、自ら考えるなどの資、

質・能力の育成」といったねらいがあるだけ

である。生徒は、高校生らしい追究可能な課

題であれば、自由に課題を設定して学習を進

めることが可能である。総合的な学習の時間

で行われる問題解決的な学習では、生徒は、

教師の適切な支援により自由に課題設定を行

うことが求められていると考える。したがっ

て、課題設定の成否は、総合的な学習の時間

の学習の成立を占うものとなる。

(ｲ) 課題設定の在り方

、生徒が課題設定を行い学習に取り組んでも

百科事典やインターネットの情報の丸写しの

調べ学習に終わってしまうことを耳にする。

この場合、生徒が興味・関心をもって真に解

決したい課題を設定できるような工夫が必要

となる。そこで、課題設定の在り方について

以下の２点から検討する。

ａ 課題設定の手法の工夫

生徒が真に解決したい課題を設定するため

の有効な手法の一つに、ウェビング法という

手法がある。

（ ） 、 、ウェブ Web とは 蜘蛛の巣という意味で

ウェビングは、もともと蜘蛛が巣を張るよう

な動きを意味する。 は 「西の京探検」を図２ 、

学習テーマとしたウェビング図である。

図２ ウェビング図「西の京探検」

この例では、教師が「西の京探検」という

学習テーマを設定し 生徒は興味・関心によっ、

て「湯田温泉」などのサブテーマ、さらに小

さい「活性化」といった学習課題をあげる。

生徒の課題設定力によっては、サブテーマま

で教師が示したり、個人研究などではテーマ

設定から生徒が行ったりすることもできる。

西の京探検西の京探検

大内氏
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大内塗り

瑠璃光寺
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法人
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温泉と健康

椹野川
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興亡
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遺跡
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、ウェビングを教師と生徒が共同で行うことで

教師は、生徒の興味・関心の所在を的確に把

握し、真に解決したい課題を設定できるよう

に支援することができる。その際、教師は、

学習課題が生徒にとって過大なものになって

いないかなどを見極める必要がある。

なお、学級やグループでウェビングを共同

で行えば、生徒同士の課題が共有化でき、グ

。ループ研究などを効果的に行うことができる

ｂ 高等学校での課題設定の在り方

高等学校の段階では、高度な内容に興味・

関心をもつ生徒の場合、より専門的な課題が

設定できるように、高大連携をはじめ、企業

や専門機関との連携を試みることは価値があ

る。また、小・中学校に比べて、生徒の進路

、目標がより明確になっている点を考慮すると

インターンシップや大学の学部・学科調査を

行うことも、課題設定には有効である。

エ カリキュラム

(ｱ) カリキュラムのタイプ

工藤文三（国立教育政策研究所）は、高等

学校の総合的な学習の時間のカリキュラムの

タイプを、学習指導要領に示された学習活動

の例示を踏まえて、次の３つのタイプに類型
＊１化している。

・横断的・総合的課題型

・課題研究型

・在り方生き方・進路学習型

この３つタイプについて考察する。

ａ 横断的・総合的課題型

このタイプのカリキュラムには、２種類の

ものが考えられる。

(a) リレー式クロス・カリキュラム型

共通の大テーマの下に、各教科の専門性を

生かし、リレー式で学習を展開する方法であ

る。学習内容については、教師間で十分な調

整を行い、テーマに沿った学習が展開できる

ようにする必要がある。通常年間を通した学

習となる（ 。図３）

(b) ゼミ形式テーマ選択学習型

この学習は、(a)と同様の学習内容をリレー

式ではなく、同時開講し、生徒に選択させる

学習である。学期ごとに同一内容を繰り返す

方法をとれば、生徒は、１年間に複数のテー

マについて学習できる（ 。図４）

図３ リレー式クロス・カリキュラム型

図４ ゼミ形式テーマ選択学習型

このタイプの学習では、いずれの場合にお

いても、カリキュラムの編成の主導権は、テー

マの設定をはじめ教師の側にある。しかし、

総合的な学習の時間では、生徒が真に解決し

たい課題を設定することが重要であることか

ら、先に説明したウェビング法等を用いて学

習課題を設定することが考えられる。田部高

等学校の講座では、既に取組の成果をあげて

いる。また、宇部中央高等学校の「系列別学

習」等で、今後取り組まれることになってい

共通テーマ「西の京探検」

オリエンテーション

中原中也を想う

まちづくりを考える

環境を調べる

大内文化を探る

まとめ

（ＨＲ担任）

（国語）

（商業）

（理科）

（地理歴史）

（ＨＲ担任）

～学び方ガイダンス

～詩集を読む

～商店街活性化策の検討

～椹野川の生態系

～大内氏の興亡

～レポート作成

共通テーマ「西の京探検」

オリエンテーション

中原中也を想う

まちづくりを考える

環境を調べる

大内文化を探る

学園都市の今日

複数テーマ選択

発表会
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る（32頁～33頁参照 。）

ｂ 課題研究型

このタイプでは、生徒は自らの興味・関心

や進路等に応じて課題追究を行う。つまり、

生徒は自ら課題を設定し解決していくことに

なるので、カリキュラムは生徒が編成すると

言っても過言ではない。それだけに教師の側

面からの支援が重要になると考える。

具体的には次のような工夫が求められる。

・手引き書の作成

・課題設定に際し、生徒の興味・関心を醸成す

るための体験的な学習や社会人講師の導入

・生徒が設定した課題が追究可能かどうかにつ

いての相談の実施

ス・調査・研究の仕方についてのアドバイ

・まとめの段階での発表方法の工夫

（発表会、劇化、ディベート等）

ｃ 在り方生き方・進路学習型

総合学科における「産業社会と人間」がモ

デルとなる学習のタイプである。

「産業社会と人間」では、将来の職業選択

を視野に入れた自己の進路への自覚を深めさ

せる学習が重視されてきたことを考えると、

学校のタイプや生徒の進路目標によって、職

、業体験や社会人講師の講義を行うだけでなく

大学の学部・学科やカリキュラム研究を行う

ことも考えられる。本研究でも各学校で工夫

が行われている。

ところで、実際のカリキュラムを見てみる

と、例えば、田部高等学校のように、講座学

習を通して自己の在り方生き方について的確

に判断し行動する力を身に付けるために、学

）。習内容に工夫を加える学校がある(36頁参照

また、宇部西高等学校や南陽工業高等学校の

ように、課題研究型の学習ではあるが、２年

次の学習では、課題設定に向けて在り方生き

方や進路を考える学習の比重を大きくしてい

（ 、 ）。る学校もある 44頁～47頁 52頁～56頁参照

このように考えると、学校のタイプや生徒

の進路目標を踏まえて、３つのカリキュラム

のタイプを視点として、広い視野から自校の

総合的な学習の時間を構想する必要がある。

(ｲ) カリキュラムの編成

ａ カリキュラムの編成の例

３つのカリキュラムのタイプを示した工藤

文三は、 ようなカリキュラムの編成の例表２

を示している。

ｂ カリキュラムの編成の考え方

この編成の例を参考にして、カリキュラム

の編成の考え方を考察する。

まず、誰が学習課題を設定するかという点

からカリキュラムの編成を考える。総合的な

学習の時間では、生徒の自由な課題設定が特

徴となることを踏まえると、生徒が学習の方

※全日制３学年の場合表２ カリキュラムの編成例
＊２

１ 学 年 ２ 学 年 ３ 学 年

横断的・総合的課題型 課題研究型
Ａ Ｂ Ｃ

●各教科担当が大テーマの下にサ ●複数の大テーマを準備 ●個人を単位

ブテーマを設定 ●班単位で大テーマの下でサブテー ●横断的・総合的な課題に関する

●リレー式又は、ゼミ形式で展開 マを設定 課題研究

●１年間を通じて複数テーマを連 ●班ごとに担当教員を決める。 ●進路に関する課題研究

続的又は選択的に学習する。

●週時程 ●週時程

在り方生き方・進路学習型
Ｄ

●職業調べ、企業研究、大学・学部研究

●企業や大学等の訪問等 ●履修に関する学習 ●時間はまとめどり
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法や技術を熟知するとともに、教師による課

題設定の制約が強いタイプから弱いタイプへ

配列することが重要であると考える。編成例

ではＡ→Ｂ→Ｃの配列がこれに当たる。

次に、学習集団をどのように編成するかと

いう点から考察する。集団の構成員相互の影

響により学習の深化を図りながら、学級→グ

ループ→個人というように、個人の主体性を

重視する配列にすることが基本と考える。編

、 。成例では Ａ・Ｂ→Ｃの配列がこれに当たる

最後に、教育課程審議会答申（平成10年７

月 において 総合学科で実施されてきた 産） 、 「

業社会と人間」や「課題研究」との関連を考

慮した学習が、総合的な学習の時間で適切に

行われるよう指摘されていることに留意しな

ければならない。

「産業社会と人間」は、在り方生き方・進

路学習型（Ｄ）の学習である。学習内容は、

自分の生き方や進路を選択するための学習に

加えて、適切な教科・科目選択のための学習

を行うことになっており、総合学科では入学

年次に実施されていることを踏まえた編成が

求められる。

また 「課題研究」は、言うまでもなく課題、

研究型（Ｃ）の学習である。この科目は 「産、

業社会と人間」の学習に基づき、各教科・科

目の選択履修の成果をまとめるための学習と

して位置付けられる。原則として卒業年次で

の履修とされてきたことを踏まえた編成とな

る（総合学科の「課題研究」は、新教育課程

では総合的な学習の時間に組み込まれる 。。）

ただし、編成例では、在り方生き方・進路

学習型の学習は、２学年でも取り上げられて

いる。これは、１・２学年で、横断的・総合

的課題型の学習を行うとともに、１学年に引

き続き、２学年でも、在り方生き方・進路学

習型の学習を行うことを通して、３学年の課

題研究型の学習で、総合的な学習の時間のね

らいである、自己の在り方生き方を実践でき

る問題解決的な学習をより効果的に展開する

ことを目指したものであると考える。

オ 学習活動の展開

(ｱ) 単元による内容編成

ａ 総合的な学習の時間の単元

教科学習では、単元ということばは系統的

に配列された教材の区分という意味で扱われ

てきた。これに対して、総合的な学習の時間

では、問題解決的な学習が行われるため、こ

。の学習のまとまりを単元ということができる

ｂ 単元設定の要因

次に、具体的な単元を設定するに当たって

考慮される要因として、次の３点をあげるこ

とができる。

①生徒の興味・関心等

②学校や地域の環境

③学校の教育目標や育みたい生徒像等

①については、総合的な学習の時間では、

生徒が自由に課題設定をすることに特徴があ

ることから、まず考慮されなければならない

事柄であると考える。つまり、生徒一人一人

の行動やものの考え方等の実態を把握した上

で、生徒がどのような社会の出来事に興味が

あるのか。また、高校生の場合は特に、将来

の進路や職業に興味・関心を示しているのか

考慮されなければならない。

②については、生徒を支援したい方向に導

くためにはどのように環境を生かすかという

点から考慮されなければならないと考える。

学校については、例えば 「在り方生き方・進、

路に関する学習」を行う際、これまで進路指

導でオープンキャンパスへの参加を生徒に勧

めてきた場合、この取組を踏まえて、総合的

な学習の時間ではどのような学習を行ったら

よいかを考えることが重要である。また、地

域については、鹿野高等学校などの実践にみ

られるように、地域の人材や教材をどのよう

に活用するのかということが考えられる（21

頁～28頁参照 。）
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③は、生徒の興味・関心のどのような点に

着目するか。また、学校や地域の環境をどの

ように生かすかを考える際の根拠となるもの

であると考える。

(ｲ) 単元指導計画の作成

ａ 単元名

単元名は、問題解決的な学習の全体が分か

。 、るような表記が望ましいと考える なぜなら

、 「 」 、例えば 単元名を 郷土学習山口 とすれば

山口市の自然、産業及び民俗等を体系的に学

、「 」習することがイメージされるが 西の京探検
・ ・

とすれば、生徒が山口市に関して興味・関心

をもったことを取り上げ、問題解決的に取り

組むことがわかるからである。

ｂ 単元の目標

単元の目標は、総合的な学習の時間の目標

（育みたい生徒像）に基づいて設定される。

そこで、単元で生徒にどのような力を付けた

いのか考えて単元の目標とする必要がある。

ｃ 展開計画

問題解決的な学習は、課題設定のところで

も述べたように 「課題設定→調査・研究→ま、

とめ」の過程で展開される。この学習過程を

一般化してまとめたものが である。展開表３

計画はこの過程を踏まえて作成される。さら

に、計画の作成に当たっては、単元の目標と

照らし合わせて、学習過程のどこで、どのよ

うな力を付けたいのかを明確にする必要があ

る。そこで、 に付けたい力の例をあわせ表３

て示しておく。

ｄ 授業時数

授業時数や単位数については、各学校が特

色ある教育を実施するため、幅をもたせてあ

る。

また、高等学校では、単元ごとの時間の割

り振りは、小・中学校に比べ、より多くの時

間を配当することが可能となる。なぜなら、

提言型の学習に代表されるように、高等学校

では、小・中学校での学習の成果を踏まえ、

オープンエンドの学習にじっくり取り組むこ

とができるからである。

カ 評価

(ｱ) 基本的な考え方

ａ 評価の基本的な在り方

総合的な学習の時間では、生徒が自ら課題

を設定する問題解決的な学習が行われる。し

たがって、この学習の過程で、課題設定力な

ど で示したような力が身に付いたかを評表３

。 、 、価することになる しかし このような力は

テスト等で数値的に評価（評定）することは

困難である。

、 （ ）実際 教育課程審議会答申 平成10年７月

では、次のように述べられている。

「総合的な学習の時間」の評価について

は、この時間の趣旨、ねらい等の特質が

生かされるよう、教科のように試験の成

、績によって数値的に評価することはせず

活動や学習の過程、報告書や作品、発表

や討論などにみられる学習の状況や成果

などについて、児童生徒のよい点、学習

に対する意欲や態度、進歩の状況などを

踏まえて適切に評価することとし、例え

ば指導要録の記載においては、評定は行

わず、所見等を記述することが適当であ

ると考える。

そこで、以下、このような総合的な学習の

時間の評価の考え方について考察することに

する。

ｂ 観点や評価規準の明確化

総合的な学習の時間の評価では、教科のよ

うに学習指導要領に目標や内容が示されてい

ないため、各学校が、学校や単元等の段階で

設定した目標に基づいて、本当に生徒の力が

付いているかを明確にしなければならない。

そのためには、まず、目標の要素を観点と

して設定する。そして、観点を具体化し、生

徒の力がどのように育っているか、実現の状

況を評価規準を設けて目標に準拠した評価を
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表３ 総合的な学習の時間における問題解決的な学習の学習過程表

力を育てる方法付けたい力
学 習 活 動 教師の支援例ステップ

（評価の手だて）（観点）

○オリエンテーション ・手引き書を生徒や保護者
・学習のねらいや学習計画の見通しを 観察 に配布するなどして動機
理解し、課題意識をもつ。 付けをする。

・評価の観点を明示する。課

○課題設定のための事前学習 活動への意欲 ・学習環境を整備する。題 （進路講話等）
・真に疑問や関心のある課題が見付か ④ 観察 ・十分な時間をかける。
るよう積極的に学習する。 学習ノート設

・他の生徒の考え方を理解する。 相互に学ぶ力
定

○課題の設定 課題設定力 ・ウェビング法等の手法を
・事前学習に基づいて解決の見通しの ① ウェビング図 提示する。
ある課題を設定する。 自己評価カード ・生徒との相談

○「調査・研究計画書」の作成 活動への意欲 ・学習の手順や方法が適切
・課題解決のための見通しをもつ。 ④ 計画書 かアドバイスする。
・自分なりの考え方に基づいて計画書 計画する力 観察
を作成する。 自己評価カード調

○調査・研究の実施 着想力 ③ ・情報収集の方法などにつ
・多角的なものの見方で課題解決に取 観察 いてアドバイスする。
り組む。 学習ノート査

・コンピュータやメール等多様な方法 情報収集力
で情報収集を行う。

・地域の人から取材を行い情報を収集 コミュニケー
・ する。 ション力

・集めた情報から適切なものを選択し、 情報活用力 ・どの情報が重要かについ
考察を加える。 ③ てアドバイスをする。

・課題解決のために自分の考えをまと
める。研

②
○中間まとめ（ 計画書」の見直し） 計画を修正 ・まとめ方等が適切かアド「
・成果と課題を明らかにする。 する力 論文・作品 バイスする。
・生徒相互の意見交換で学習を深める。 相互に学ぶ力 計画書究

相談

○調査・研究の再実施 観察
学習ノート

○「報告書」等の作成 まとめる力 ・研究のまとめ方や発表の
・自分なりの仕方で調査・研究したこ 表現力 ② 観察 仕方について最小限必要
とを論文や作品にまとめる。 論文・作品 なことを事前に徹底する。

・論文や作品の整理を通して、新たな 自己評価カード ・作品の整理を通して、生ま
課題を設定する。 相談 徒に付いた力を自覚させる。

・自分の在り方生き方や進路について 進路実現に向 ・学習の成果が自己の在り
考える。 かう力 ⑤ 方生き方と関わるようアと

ドバイスする。

○発表会の開催 情報を発信す ・生徒に会の運営を任せるめ
・自分のまとめたことを工夫して発表 る力 プレゼンテー などして達成感を味わわ
できる。 相互に学ぶ力 ション せる。

・生徒相互の意見交換で学習を深める。

※１ ①～⑤は、 にあげた教育課程審議会が示した評価の観点の番号である。表４

※２ 番号を付けた単元の観点については、各学校が定めた付けたい力の中から重点化したも

のを示す。
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行うことが必要である。

参考までに、教育課程審議会答申「児童生

徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り

方について （平成12年12月）の指摘を次にあ」

げる。

「総合的な学習の時間」についても、

欄としては 「学習活動」と「評価」から、

構成し、評価に当たっては、各学校にお

いて、指導の目標や内容に基づいて定め

られた観点を踏まえて行うことが適当で

ある。

なお、観点については、上記答申で、小・

。 、中学校を対象に例示されている この例示は

高等学校でも参考になるので、ここでは、示

された観点のうち、総合的な学習の時間のね

、らいを踏まえた５つの観点を で取り上げ表４

あわせて本研究で作成した評価規準の例を示

す(①～⑤は観点 。）

表４ 評価の観点と評価規準例

①課題設定の能力

・事前学習に積極的に取り組み、その成果を

踏まえて課題を設定しているか。

・自分なりの視点で課題を設定しているか。

②問題解決の能力

・見通しを立てて、自分なりの課題解決の方

法を考えることができたか。

・自分なりの考えに基づいて研究成果をまと

めることができたか。

③学び方、ものの考え方

・適切な方法で情報を収集・選択し、結論を

出す方法を身に付けているか。

・生徒相互の交流を通して学習を深める方法

を身に付けているか。

・多角的なものの見方をしているか。

④学習への主体的・創造的な態度

・課題設定に意欲的に取り組もうとしているか。

・自分なりの考えに基づいて、学習活動に取

り組もうとしているか。

⑤自己の生き方

・学習成果を自己の在り方生き方や進路に反

映しようとしているか。

ｃ 自己評価

自己評価は、生徒が自分の学習に対して行

う評価である。主体的な学習が求められる総

合的な学習の時間では、自分自身を見つめる

目を養う自己評価は重視される。自己評価を

行うに当たっては、観点に基づいて自分にど

のような力が付いたか評価することになる。

しかし、自己評価と教師の評価の間にずれ

が生じるなど、最初から適切な評価を行うこ

とは難しいので、教師が相談に応じたり、自

己評価カード等に教師がコメントを加えたり

、 。するなど 適切な指導が必要であると考える

ところで、総合的な学習の時間では、生徒

が、自ら課題を見付け、課題解決を行うこと

が求められる。そこで、問題解決的な学習の

過程で、課題設定力等が付いたかどうか評価

することになる。しかし、それ以上に、生徒

自らが主体的に学習を展開するためには、例

えば、課題解決に当たって 「この課題の解決、

。」 、にこんなに時間をかけて大丈夫か といった

学習全体を見通しコントロールする力（メタ

認知能力）を育成することが重要であると考

える。生徒は、教師の適切な指導により自己

評価を行い、見通しをもって学習に取り組む

ことで、課題研究型の学習などで求められる

ような、生徒が自ら目標を設定した学習を展

開できるようになる。

、このような評価を行うための工夫の一つに

(ｲ)で取り上げるポートフォリオを活用した評

価があげられる。

ｄ 個人内評価

個人内評価は、教師が一人一人の生徒を個

人内の基準に即して把握する評価の在り方で

ある。総合的な学習の時間では、生徒の進歩

の状況等を過去のデータと比べて縦断的に評
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価することが中心となる。この時間では、教

科学習のように共通に設定された目標にどの

程度到達したかを評価するのではなく、一人

一人の生徒が学習のスタートと今の状態を比

較してどのように成長したかを目標に準拠し

て評価することになる。生徒は、この評価に

より自分の進歩の状況等を知り、自ら学ぶ意

欲を高めることができる。

なお、教師による評価は、その結果をカリ

キュラムの改善に生かし、指導と評価の一体

化を図るという意味からも重要である。その

場合、 で付けたい力と合わせて示した評表３

価の手だてを活用することが考えられる。

(ｲ) ポートフォリオを活用した評価

ａ ポートフォリオ

自己評価を行うための有効な手だての一つ

としてあげられるものにポートフォリオを活

用した評価がある。ポートフォリオとは、元

来「紙ばさみ」といった意味で、芸術家が自

分の作品を売り込んだりするために、自分の

業績を示す作品や雑誌の批評等をまとめたも

。 （ ）のを指した 高浦勝義 国立教育政策研究所

は 「一人ひとりの子どもの学習の過程及び結、

果に関する情報・資料が、長期にわたり、目

的的・計画的に蓄積された集積物」 と定義＊３

している。具体的には、次のようなものがあ

げられる。

○生徒の作品等

（ 、 、 、 ）レポート 論文 絵 発表の映像記録物等

○生徒の活動の過程の資料

（活動計画書、インタビューの記録、ウェビ

ングの記録、読書メモ等）

○生徒が作成した自己評価の記録

（自己評価カード、点検表等）

○教師の評価コメントや相談メモ

ｂ ポートフォリオ活用の実際

ポートフォリオを活用した評価では、生徒

にその意義と方法を知らせた上で、生徒一人

一人が支援者である教師と共同でポートフォ

リオを作ることが重要である。

ポートフォリオの活用のポイントを を表３

使って説明する。

、「 、課題設定のステップでは 設定した課題は

本当に興味・関心をもって取り組めるのか」

とか「解決の見通しはあるのか」という点に

ついて、教師と生徒で検討を行ったり、教師

が自己評価カード等にコメントを書くなどし

て、学習を軌道に乗せることが大切である。

次に、調査・研究のステップでは、活動計

画書などを用いて 「課題の解決にこんなに時、

間をかけて大丈夫か」とか 「残りの課題にす、

べて取り組むのか」といった点について教師

と生徒で相談をもち、必要なら計画書の修正

を行うことが大切である。

さらに、まとめの段階では、生徒が教師の

アドバイスにより、生徒が制作した論文や作

品を整理し、学習の成果をまとめることで、

自分に付いた力を確認する。そして、次の学

習の課題を見付け、課題意識をもつことで、

学習意欲を高めることが大切である。


