
義務教育完成期 9年生 （全　５０　時間）

① 人間味溢れる豊かな感覚

② 自ら学ぼうとする姿勢

③ 粘り強く取り組む力

④ コラボレーションする力

⑤ 複眼的に思考する力

⑥ 知識と知識を関連づけながら深く追究する力

⑦ 論理的に問題を解決する力

Ⅰ　（１～６） Ⅱ　（７～14） Ⅲ　（14～34） Ⅳ　（34～50）

探究のゴールに向かってどのように取り組ん

でいかなければならないかの見通しをもつこ

とができるだろうか

結論を導くためにはどのような情報やデータ

が必要で,どのように集めることができるだろ

うか

収集した情報やデータを組み合わせて,どのよ

うに結論を導くことができるだろうか

どのようにすれば，参観者にわかりやすく探

究学習の成果発表を行うことができるだろう

か

魅力的な人を考える中で自分を見つめ直す 全校で発表する

認識する・見直す 提案する・コミュニケーションをとる

ルーブリックの表現を修正する 情報やデータを収集する 他者の発表に質問する

見直す・修正する 集める・判断する 評価する・質問する

先行研究を探す 情報やデータを組み合わせて考察する

集める・選択する 分析する・一般化する

ともに生きるについて考える（道） 他者の意見を取り入れる

振り返る・議論する 議論する・判断する

他者の班と意見交流する 中間発表を行う 発表資料を作成する

質問する・議論する 質問する・評価する 提案する・議論する

必要なデータを収集する方法を検討する 各教科の視点から結論を導く

集める・発見する 生み出す・構成する

研究方法を検討する 論文を作成する 発表の内容や順序について検討する

計画する・行動する 組み立てる・整える 再考する・要約する

国語 保健体育 理科 国語

平等な発言に基づく討論の進め方

（スパイダー討論）
オリンピックを多面的にとらえ直す

様々な事象やデータを比較するなどの科

学的に探究する方法
言葉の意味，働き，使い方

数学 英語

データの見方 より伝わる表現方法（スピーチ活動）

道徳の教科書の「ソーシャルビュー（見

えない人と楽しむ美術鑑賞）」を題材と

して，共に生きることについて考える。

【１】

相互理解・寛容

ワークシート・観察・Weekly（振り返りの記録） ポートフォリオ・観察・面接 ポートフォリオ・観察・面接 ポートフォリオ・発表の相互評価

教科

方法知・見方・考え方

単元名

評価方法

８年次に作成したルーブリックの表現を

見直し，適宜修正することで共通理解さ

せ，具体的に個人探究学習のめざすべき

姿を思い描きながら取り組めるように促

す。また，他者のためにという意識から

社会参画の意識を高めさせる。

「大志を抱く探究学習」

活動

内容項目

単元を通して

めざす子ども像

身近な問題などから興味関心があることをテーマとする。そして，誰のためになるのかを明確にして，自ら課題を見つけ，解決に向けて追究することができる。解決するにあたり，各教科で身に付

けた見方や考え方を積極的に活用する。また，調べた情報をまとめるだけでなく，自ら実際に調査や検証をし，オンラインツールを活用しながらまとめていく力を養う。最終的には，他者との対話

を重視し，地域・社会へと視野ほ広げ，自発的に学んだことを活用し，誰かのために役に立つ問題提起や解決策を発表する。この探究活動を通して，「人のために尽くして感謝する」の意味を考

え，自分自身のこれからの生き方を考えることができる。

探究学習を行う上での前提を思い出し，

誰かのためになるように，相手の立場な

どを考慮して探究学習の成果が伝わるよ

うに発表することを促す。

発表会においてタイムキーパーや司会を

はじめとして，自分たちで運営させる。

関連する

活動

教科

方法知・見方・考え方

段階

何のために質問するのか，また，どうす

ればよい質問をすることができるのかを

考える時間を設定し，質問することがで

きるように促す。

担当学年の教員のみならず，大学生にも

協力してもらい，個人面接を行うことで

意見やアドバイス行い，各自の探究学習

のゴールを達成できるように促す。

働きかけ
エンカウンターを実施し，他者と意見交

流を円滑に行う人間関係の構築を促す。

働きかけ

育成したい

資質・能力

人間味溢れる

豊かな感覚

自ら学ぼうとする姿勢

粘り強く取り組む力

コラボレーション

する力

複眼的に思考する力

知識と知識を関連づけな

がら深く追究する力

論理的に問題を

解決する力

活動

内容項目

「光輝（かがやき）」プログラム

9年生で育成したい資質・能力

育成したい

資質・能力

躍動する感性

自分とは違う考え方をもった他者の存在を認めながら，自分の価値を追究することができる。

社会・集団・個人のあるべき姿を想像し，その実現に向けて，自発的，能動的に探求的学習や課外活動に取り組むことができる。

レジリエンス

解決が困難な場合でも，問題に対して積極的にかかわり，解決への見通しをもってものごとに対して工夫，改善を図りながら，解決に向けて取り組むことができ

る。

互いの意見や発想の違いを認め合い，それぞれの長所を生かし，互いの短所を補い合いながら，課題を解決することができる。

時間的・空間的・立場的・状況的な見方で，事実や出来事を柔軟にとらえ，自分なりに評価して，行動に生かすことができる。

横断的な知識

原理・法則や過去の成功例を別の事象にも応用したり，収集した情報から共通項を探ったりすることで,一定の結論を導くことができる。

直面した問題について現状の把握と課題の設定を行うとともに，課題解決策の立案と実行，結果の評価と取組の修正をすることができる。

学習課題



W

e

e

k

l

y

2

3

5

「光輝（かがやき）」実践記録 義務教育完成期

3観察

９年生

単元名

Ⅰ

｢大志を抱く探究学習」

（全　５０　時間）

昨年度の自分の探究学習の取り組みを８

年次に作成したルーブリックで振り返る

活動を行った。その結果，横断的な知識

に関する評価がほかの２つの観点に比べ

てよくなかった。子どもの評価を判断し

た理由の記述を読むと，その要因とし

て，ルーブリックの評価基準の「オリジ

ナル」という表現が，子どもによってと

らえ方が様々であったことが推察され

た。そこで，９年生の探究学習を行う上

で，めざすべき姿であるルーブリックの

評価基準の表現にあいまいさがあって

は，今後の活動の目指すべき姿が思い描

けないため，共通理解を図る時間を設定

しようと思ったため。

８人１グループの班となり，「探究学習

はどのような結論を導けば成功といえる

だろうか。また，そのときにオリジナル

は必要だろうか」というテーマで討論を

行った。討論を行った成果として，誰か

のためになる研究でなければならないと

いう前提に立ち返らせることができた。

また，人によって解釈が異なっていた

「オリジナル」という言葉について討論

していく中で，より具体的なものとな

り，共通理解を図ることができ，今後ど

のように探究学習を進めていけばよいか

というイメージをもたせることができ

た。

有効であった手立て計画変更点・理由

教師の気付き
段階

評価

方法

資質

能力
子どもの姿

授業の振り返りとして次の記述をしていることから，本時を通して，探究

学習のゴールに向かってめざすべき姿をそれぞれが思い描き，誰かのため

にという前提のもとに進めて行くことを再確認できていた。また，他者の

ためになるという意識が，下の記述にもあるように，社会貢献への意識を

育んでいると推察される。

「「オリジナル」という言葉にとらわれすぎず，自分なりの考え方や研究

方法について考えて取り組めば，結果的にオリジナルになると思った。」

「探究学習をするそもそもの意味を忘れずに，誰か1人でもいいから役に立

つ結論にしたい。」

「自分なりの根拠のある結論をめざしたい。そのために，根拠のある事例

をもっと集めるべきだ。」

「僕は自分の発表を聞いた人が何らかの驚きや納得を得て，何らかの社会

に貢献できる行動を取れるようにする取組をしたい。」

「今までは先行研究に意見が流されてしまっていて，自分の結論も先行研

究のようになり，それに満足していた。しかし，ずっと流されていくので

はなく，自身にしか導き出すことのできないような身近な現実味のある，

他の人に役に立つような結論を出せるよう，めざしていきたいと思っ

た。」

１

・

２

・

７

昨年度の経験より，個人探究学習を進め

るにあたり，この時期になると進捗状況

の差がひらき始めることが予想された。

そのため，子どもと１対１での面接を行

う時間が必要であると考えていた。ま

た，実験やアンケート調査を行い，デー

タの分析や考察を各段階になる。子ども

にとって例年考察を記述することに課題

があることがわかっている。そこで，今

年度は広島大学の学生に依頼して，大学

生7名と教員4名の計11人で面接を行う

事ができるように計画した。

探
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学
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の

振

り

返
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の

記

述
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ー

ク
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ただ単純に質問をしてみようと教師が促

しても改善にはつながらない。そこで，

そもそも質問する意義（質問をすること

でどのようないいことがあるのか）や，

どのように質問をすればよいのか検討を

する時間を設定した。よい質問をするた

めには，批判的に話を聞くことも大切で

あるが，友達が質問していることを真似

してみることも大切だということも伝え

た。その結果として，４人グループで一

人が発表した後に，一人一個ずつ質問す

る活動を行った際に，質問をしながら行

うことができており，おおむね効果が

あったととらえられた。

面接を担当する教員の人員を確保するこ

とで，1人の面接時間を多く確保するこ

とができた。そのため，より具体的にど

のような手順を踏まえて今後進めていけ

ばよいかについて伝えることができた。

面接を行った後の子どもの記述として，

①②のような記述が見られた。

①「先生から全体的にはいい、と言って

もらえて自信となった。アドバイスを

貰ったところは、自分の中で改善して

もっとより良くなるようにしていきた

い。」

②「先生からの視点を聞いて、１つの視

点だけでなくいくつかの視点から考える

ことができた。そして、新たな視点とと

もに面白い視点だったりを考えることが

できた」

①の記述からは，子どもとの面接にて良

い点を伝えることが子どもの自信に繋が

り，そして，探究を続けていくモチベー

ションの向上につながっていることがわ

かった。また，②から面接を行うこと

で，子どもの視野を広げることができた

ことがわかった。

光輝をはじめとして，各教科の授業の中

で，複数名で構成したグループで課題に

取り組むグループ学習を行っている。グ

ループ学習を行うにあたり，班員で役割

分担などをしながら協力して，一つの成

果物を仕上げることができる。そして，

その成果を全体に向けて発表することが

できるものの，質疑の時間における質問

が少ない，または，質問者が固定化され

ている現状があった。学びを深めるため

には，様々な視点からの議論が必要とな

るため，質問する人が少ないことは課題

と感じたため。

Ⅲ

Weeklyという用紙を用いて，毎週の個人の生活の振り返りを行っている。

その中の授業に関する項目において，本時について「授業で質問力を高め

ることの必要性をしれたので，普段から授業で質問している人がいるが，

その人の質問の視点から学んでいきたいと思った」と記述していた。その

ため，授業において特に振り返りの記述を書かせていないが，日常の振り

返りとして子どもが取り上げていることから，意識付けができていた。

探究学習の振り返りとして以下の記述が見られた。

「先生と話しているときなどに、自分の考えをしっかり言えるようにしたり、ド

キュメントを打っているときなどは、何回も繰り返し頑張ってできた。」

「ひたすら必要な資料を集め続けた。」

「参考にする論文を見ながら、使うところだけを抜粋して書くことができたか

ら。とにかくデータを集計した。」

「面接の中でアドバイスしてもらったことや、自分なりに考えて付け加えたこと

などを粘り強く文字におこして考えることができた。」

「今までの研究でわからず、穴が空いていたところを先生方に質問をして埋める

ことができ、難しいとことも最後まで諦めず取り組んで研究のゴールを具体的に

定めることができた。」

「調べても、知りたい情報が載っていなかったとき、あきらめずいろいろな視点

で考えられた。」

探究学習の振り返りとして以下の記述が見られた。

「分からない言葉が出てきたときは意味が理解できるまで調べたり、この

情報には根拠があるのか考えながらすすめることができた。」

「客観的に見て誰もがそうだなと思える根拠を提示するために、どうすれ

ばいいかを考えながらドキュメントを作っていました。そのために様々な

視点からその根拠を探していました。」

「テーマや問題から考えを膨らませて何に繋げられるかを考えた。」

Ⅱ

４人１組の班で，素朴な疑問や提案などをなんとか１つは質問しようとす

る姿を確認することができた。
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昨年度の経験より，個人探究学習を進め

るにあたり，この時期になると進捗状況

の差がひらき始めることが予想された。

そのため，子どもと１対１での面接を行

う時間が必要であると考えていた。ま

た，実験やアンケート調査を行い，デー

タの分析や考察を各段階になる。子ども

にとって例年考察を記述することに課題

があることがわかっている。そこで，今

年度は広島大学の学生に依頼して，大学

生7名と教員4名の計11人で面接を行う

事ができるように計画した。
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り

返

り

の
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述

Ⅳ

面接を担当する教員の人員を確保するこ

とで，1人の面接時間を多く確保するこ

とができた。そのため，より具体的にど

のような手順を踏まえて今後進めていけ

ばよいかについて伝えることができた。

面接を行った後の子どもの記述として，

①②のような記述が見られた。

①「先生から全体的にはいい、と言って

もらえて自信となった。アドバイスを

貰ったところは、自分の中で改善して

もっとより良くなるようにしていきた

い。」

②「先生からの視点を聞いて、１つの視

点だけでなくいくつかの視点から考える

ことができた。そして、新たな視点とと

もに面白い視点だったりを考えることが

できた」

①の記述からは，子どもとの面接にて良

い点を伝えることが子どもの自信に繋が

り，そして，探究を続けていくモチベー

ションの向上につながっていることがわ

かった。また，②から面接を行うこと

で，子どもの視野を広げることができた

ことがわかった。

Ⅲ

探究学習の振り返りとして以下の記述が見られた。

「面接時に先生がくださった知識と、自分が今まで調べたり経験したりし

た知識を関連付けて探求学習を進めることが出来たから。」


