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２．研究主題設定の理由 

 

１．研究主題    「未来をきり拓く力をつけた子どもの育成」 

～論理的に思考したことを適切に表現する授業を通して～ 

３．研究仮説 

 習得した知識や概念をもとに、個や集団によって論理的思考力を高め、表現されたものを
適切に評価する授業を展開することで、主体性や表現力・コミュニケーション能力などの未
来をきり拓く力を育成することができる。 

４．研究の年次計画 

【１年次】習得した知識や概念をもとに社会的な見方や考え方を育み、思考力を高める授業の展開 

（今年度） 

【２年次】思考したことをもとに適切に表現する授業の展開 

５．研究方法 

（１）市町村研究部会と連携を図り、推進委員を通して部会員に研究内容を周知して、個人単位または学
校単位で課題に取り組む。そして、その成果を専門部会第二次研究協議会で交流する。 

（２）研究内容を踏まえた授業について、公開授業担当市町村から出された授業者と共同研究者、本部会
役員等で検討を重ね、専門部会第二次研究協議会で公開する。また、北・中・南の各ブロックで研究
授業を公開し、研究協議を行う。 

（３）研究員およびプロジェクト研究員（小委員会）が中心となって研究試案を作成し、本部会のＨＰに
アップする。 



Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．

（１）

  

   

 

 

 

Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．Ⅱ．第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省

（１）専門部会第二次研究協議会での交流内容

１年生 地理的分野

①授業者と本時の目標

・授 業 

・本時の目標：①

       

②授業分科会での協議内容

・ＩＣＴ機器は、市町村によって整備のばらつき

ある。今後の拡充に向けて、教師も研鑽が必

・資料の提示方法や活用の視点、

夫について。

・アメリカ農業の現状や

③成果と課題

 ・４人１グループによる話し合いは充実しており、流れも良かった。

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。

  ・思考力に主眼を置いた授業が展開できていた。思考させる場面を吟味・精選できると

２年生 歴史

①授業者と本時の目標

・授 業 

・本時の目標：

       

②授業分科会での協議内容

・授業者は、

改革に限定し、

が、田沼の政治を含めたまとめでも良かったので

はないか

・まとめの視点や方法につい

・歴史の授業で、社会的な見方や考え方をどのように捉えるか。

③成果と課題

・多くの生徒が

・公民にもつながる授業だった。

・政策立案が主となってしまい、本時の目標がやや薄れ

３年生 公民的分野

①授業者と本時の目標

・授 業 

・本時の目標：

第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省

専門部会第二次研究協議会での交流内容

地理的分野  

①授業者と本時の目標

 者：星野 

本時の目標：①アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。

       ②アメリカの大規模で合理的な農業の特色を、諸資料から読み取る。

②授業分科会での協議内容

ＩＣＴ機器は、市町村によって整備のばらつき

る。今後の拡充に向けて、教師も研鑽が必

の提示方法や活用の視点、

ついて。 

アメリカ農業の現状や

③成果と課題 

４人１グループによる話し合いは充実しており、流れも良かった。

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。

思考力に主眼を置いた授業が展開できていた。思考させる場面を吟味・精選できると

歴史的分野  

①授業者と本時の目標

 者：江連 

（北広島市立西の里

本時の目標：①個人の考えを小グループで交流し、磨き合う話し合い活動に意欲的に参加する。

       ②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。

②授業分科会での協議内容

授業者は、生徒たちの理解しやすさを考え

改革に限定し、田沼の政治

が、田沼の政治を含めたまとめでも良かったので

いか。 

まとめの視点や方法につい

歴史の授業で、社会的な見方や考え方をどのように捉えるか。

③成果と課題 

多くの生徒が改革の内容を理解し、

公民にもつながる授業だった。

政策立案が主となってしまい、本時の目標がやや薄れ

公民的分野  

①授業者と本時の目標

 者：渡邉 

（北広島市立西部

本時の目標：お互いのつくったＮＰＯ

発表、参加や賛成を表明すること、実際の当事者のゲスト

ティーチャーの助言を聞くことで、よりよい地域コミュニ

ティを主体的に参加しつくる意欲や態度を養う。

第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省

専門部会第二次研究協議会での交流内容

  世界の諸地域「北アメリカ州」

①授業者と本時の目標 

 愛 教諭（北広島市立西の里

アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。

②アメリカの大規模で合理的な農業の特色を、諸資料から読み取る。

②授業分科会での協議内容 

ＩＣＴ機器は、市町村によって整備のばらつき

る。今後の拡充に向けて、教師も研鑽が必

の提示方法や活用の視点、ワークシートの工

アメリカ農業の現状や、日本との相違比較について。

４人１グループによる話し合いは充実しており、流れも良かった。

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。

思考力に主眼を置いた授業が展開できていた。思考させる場面を吟味・精選できると

  近世の日本「産業の発達と幕府政治の動き

①授業者と本時の目標 

 誠二 教諭 

北広島市立西の里

①個人の考えを小グループで交流し、磨き合う話し合い活動に意欲的に参加する。

②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。

②授業分科会での協議内容 

生徒たちの理解しやすさを考え

田沼の政治を敢えて

が、田沼の政治を含めたまとめでも良かったので

まとめの視点や方法について、歴史は資料の扱いなどが特に難しい。

歴史の授業で、社会的な見方や考え方をどのように捉えるか。

改革の内容を理解し、

公民にもつながる授業だった。 

政策立案が主となってしまい、本時の目標がやや薄れ

  現代の民主政治と社会「地方政治と自治

①授業者と本時の目標 

 圭 教諭 

北広島市立西部中学校

お互いのつくったＮＰＯ

発表、参加や賛成を表明すること、実際の当事者のゲスト

ティーチャーの助言を聞くことで、よりよい地域コミュニ

ティを主体的に参加しつくる意欲や態度を養う。

第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省第二次研究協議会の内容と反省（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第

専門部会第二次研究協議会での交流内容（公開授業交流）

世界の諸地域「北アメリカ州」

北広島市立西の里

アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。

②アメリカの大規模で合理的な農業の特色を、諸資料から読み取る。

ＩＣＴ機器は、市町村によって整備のばらつき

る。今後の拡充に向けて、教師も研鑽が必

ワークシートの工

、日本との相違比較について。

４人１グループによる話し合いは充実しており、流れも良かった。

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。

思考力に主眼を置いた授業が展開できていた。思考させる場面を吟味・精選できると

近世の日本「産業の発達と幕府政治の動き

 

北広島市立西の里中学校） 

①個人の考えを小グループで交流し、磨き合う話し合い活動に意欲的に参加する。

②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。

生徒たちの理解しやすさを考えて三大

を敢えて含めなかった

が、田沼の政治を含めたまとめでも良かったので

て、歴史は資料の扱いなどが特に難しい。

歴史の授業で、社会的な見方や考え方をどのように捉えるか。

改革の内容を理解し、しっかりとした意見を発表でき

 

政策立案が主となってしまい、本時の目標がやや薄れ

現代の民主政治と社会「地方政治と自治

中学校） 

お互いのつくったＮＰＯの定款や条例をポスターセッション

発表、参加や賛成を表明すること、実際の当事者のゲスト

ティーチャーの助言を聞くことで、よりよい地域コミュニ

ティを主体的に参加しつくる意欲や態度を養う。

（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第

（公開授業交流）

世界の諸地域「北アメリカ州」－さかんな農業や工業の特色－

北広島市立西の里中学校）

アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。

②アメリカの大規模で合理的な農業の特色を、諸資料から読み取る。

ＩＣＴ機器は、市町村によって整備のばらつきが 

る。今後の拡充に向けて、教師も研鑽が必要。 

ワークシートの工 

、日本との相違比較について。 

４人１グループによる話し合いは充実しており、流れも良かった。

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。

思考力に主眼を置いた授業が展開できていた。思考させる場面を吟味・精選できると

近世の日本「産業の発達と幕府政治の動き

 

①個人の考えを小グループで交流し、磨き合う話し合い活動に意欲的に参加する。

②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。

て三大 

含めなかった 

が、田沼の政治を含めたまとめでも良かったので 

て、歴史は資料の扱いなどが特に難しい。

歴史の授業で、社会的な見方や考え方をどのように捉えるか。

しっかりとした意見を発表でき

政策立案が主となってしまい、本時の目標がやや薄れてしまった

現代の民主政治と社会「地方政治と自治

定款や条例をポスターセッション

発表、参加や賛成を表明すること、実際の当事者のゲスト

ティーチャーの助言を聞くことで、よりよい地域コミュニ

ティを主体的に参加しつくる意欲や態度を養う。

（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第（『石狩の教育』第 60606060 集より）集より）集より）集より）

（公開授業交流） 

－さかんな農業や工業の特色－

中学校） 

アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。

②アメリカの大規模で合理的な農業の特色を、諸資料から読み取る。

 

４人１グループによる話し合いは充実しており、流れも良かった。

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。

思考力に主眼を置いた授業が展開できていた。思考させる場面を吟味・精選できると

近世の日本「産業の発達と幕府政治の動き」

①個人の考えを小グループで交流し、磨き合う話し合い活動に意欲的に参加する。

②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。

て、歴史は資料の扱いなどが特に難しい。

歴史の授業で、社会的な見方や考え方をどのように捉えるか。 

しっかりとした意見を発表でき

てしまった。

現代の民主政治と社会「地方政治と自治」－ＮＰＯ・条例づくり－

定款や条例をポスターセッション

発表、参加や賛成を表明すること、実際の当事者のゲスト

ティーチャーの助言を聞くことで、よりよい地域コミュニ

ティを主体的に参加しつくる意欲や態度を養う。                 

集より）集より）集より）集より）    

－さかんな農業や工業の特色－

アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。

②アメリカの大規模で合理的な農業の特色を、諸資料から読み取る。

４人１グループによる話し合いは充実しており、流れも良かった。 

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。

思考力に主眼を置いた授業が展開できていた。思考させる場面を吟味・精選できると

－江戸幕府の政治改革－

①個人の考えを小グループで交流し、磨き合う話し合い活動に意欲的に参加する。

②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。

て、歴史は資料の扱いなどが特に難しい。 

ていたのは素晴らしい。

 

－ＮＰＯ・条例づくり－

定款や条例をポスターセッション 

発表、参加や賛成を表明すること、実際の当事者のゲスト 

ティーチャーの助言を聞くことで、よりよい地域コミュニ 

                 

－さかんな農業や工業の特色－ 

アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。

②アメリカの大規模で合理的な農業の特色を、諸資料から読み取る。 

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。

思考力に主眼を置いた授業が展開できていた。思考させる場面を吟味・精選できると、なお良い。

－江戸幕府の政治改革－

①個人の考えを小グループで交流し、磨き合う話し合い活動に意欲的に参加する。

②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。

たのは素晴らしい。

－ＮＰＯ・条例づくり－ 

                 

アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。

・「企業的農業＝機械」のようなイメージになってしまった。資料の提示、アプローチは工夫が必要。 

なお良い。 

－江戸幕府の政治改革－  

①個人の考えを小グループで交流し、磨き合う話し合い活動に意欲的に参加する。 

②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。

たのは素晴らしい。 

 

                  

アメリカが多様な農産物を大量に効率よく生産できる理由を資料から考察し、表現する。 

②為政者の立場として政策を考える活動を通して、改革の本質や概念について考えを深める。 

                                

 

 

 

                           



②授業分科会での協議内容 

・授業形態について、ワークショップ形式の授業は、日常的に合同で実施している。 

・ＮＰＯ一覧について、今回は授業のねらいに合わせて、活用方法を工夫した。 

・グループ発表の評価方法について、ワークシートの評価とのリンクなど。 

③成果と課題 

・授業の視点やポスターセッションが非常に参考になった。 

・授業者のねらいが明確で良い。 

・生徒たちの日常に関わりが深く、興味のあることを思考させた展開が良かった。 

・ゲストティーチャーの話を広げられるような展開の工夫があると、更に良かった。 

 

（２）専門部会第二次研究協議会での協議内容（レポート交流を含めて） 

   討議の柱Ⅰ 

 

 

 

１年生 地理的分野分科会 

             ・コスト削減の視点で機械化にスポットを当てても、面白いのではないか。 

             ・北海道の農業との関わりから、アメリカ農業の特色に迫る手法もある。 

             ・「企業的農業」について、経営手法全般を多角的に捉えさせる。 

               →様々なプランが出され、いずれも興味深い内容であったが、「地理」と

いう分野の特性を考えた授業を組み立てることが重要である。 

２年生 歴史的分野分科会 

                ・１つの改革に限定して深めるという展開も面白いのではないか。 

                ・身分ごとに、やってほしい政策や不満を考え、発表・交流する。 

                ・政治政策と経済政策を分けて考え、まとめる授業の展開。 

                  →歴史の中で、日常的に本主題に迫る授業づくりを行うのは簡単なこと

ではないが、今後も様々な展開案が生まれることを期待したい。 

３年生 公民的分野分科会 

             ・地方自治の振り返りとして、議会見学などに発展させられると面白いが… 

                ・敢えてＮＰＯの団体を絞り込んでおき、その活動について深め合う展開。 

                ・地元のＮＰＯの例を見て、特色や共通項を見つける授業。 

                  →ポスターセッション、ゲストティーチャーなど、授業の中に取り入れ

てみたい形態が数多くあった。更に効果的な活用のあり方を探りたい。 

   討議の柱Ⅱ 

 

 

 

    分科会Ⅱでは、第二次研究協議会に持ち寄った実践レポートについて、地理的分野、歴史的分野、公民

的分野それぞれに分かれ、少人数で交流を行った。討議の柱（視点）は、上記の通りである。今年度の分

科会は、「１人の 100 歩より 100 人の１歩を…」という石教研の理念に基づき、参加することで「今後の授

業づくりに生かされるものを互いに交流し持ち帰る」ことを主眼とした。 

    交流形態は３～４人を１グループとし、より多くの先生方と交流できるようメンバーを組み替えて２回

実施した。内容についてはもちろん、ウェビングマップを使った思考力を高める授業や、ワールドカフェ、

ダイヤモンドランキングを取り入れた展開、ＩＣＴ機器の活用、ＮＩＥなど、資料活用や展開の工夫、話

し合いの手法といったことまで、授業について効果的かつ実用的な学びを得ることができた。 

・公開授業の題材について、今後の授業づくりに採り入れたり、役立てたりできそうなことはないか。 

・本日の公開授業以外の展開をするとしたら、どのようなプランが考えられるか。 

 

 

 

・レポートの内容について、今後の授業づくりに採り入れたり、役立てたりできそうなことはないか。 

・発表された内容以外の展開をするとしたら、どのようなプランが考えられるか。 



Ⅲ．部会員のアンケート結果よりⅢ．部会員のアンケート結果よりⅢ．部会員のアンケート結果よりⅢ．部会員のアンケート結果より    

 ① 全体会での提言について・・・平均評価3.9／4.0（回収枚数44枚） 

  ・100人の１歩ですよね。  ・わかりやすく、聞きやすく、とても良かったです。 

 ・事務局の２次研究協議会に対する考え方には賛成。「おつかれさま」だけでは成長がないと思うので。 

  ・簡潔でわかりやすかったです。  ・良いと思います。  ・いつも頭が下がります。 

  ・細かい配慮、ありがとうございます。  ・おつかれさまです。 

 

 

 

 ② 今年度の研究に取り組んでみて 

  ・思考力を高めるための言語活動は、積み重ねが必要だと感じました。知識をつけさせる、学力向上が…と、つい

後回しになりがちですが、取り入れる機会をつくりたいと思います。 

  ・思考力を高める授業の展開は、やはり子どもたちの中で活発な意見の交流が、個々の思考力の高揚に良い影響を

及ぼすので、生徒が主体的に活動する場面を計画的に設定していこうと考えている。 

  ・思考力ということで、考える事は大切だが、それぞれの持つ知識の違いで、深く考える、浅くしか考えることが

できないという差が大きい場面が見られた。 

  ・まずは基礎的な知識が身についていない生徒が多く、なかなか思考力まで考えた授業にするのは難しいものでした。 

  ・「知識を覚えさせる学習で終わるのでなく、社会的な見方や考え方を活用して、社会事象を考察させる」という

言葉が、一番しっくりきました。 

  ・本校は学力的に厳しい状況で、どうしても「教え込む」的になりがちですが、果たしてそれが学力向上につなが

るかも疑問でした。知識、思考…等バランスのとれた授業を通して、生徒の学力向上につなげることを考えさせ

ていただいた点で良かったです。 

  ・「社会的な見方・考え方」「思考力を高める」というテーマはあたり前のようで、難しいなぁと考えさせられました。 

  ・思考についてはむずかしいので、今後も研究していく必要があります!! 

  ・最初は難しいと感じておりましたが、今回の他の方々のレポートや実践を交流したことで、研究の内容を理解で

きたと思います。自分が作成したレポートも…もっと改良してみて、次の機会に生かしたいと思います。 

  ・初めての取り組みでしたが、周りの先生方のサポートもあり助かりました。 

  ・自分の力不足を感じます。  ・まずやってみる！のが大事だなと思います。 

  ・意識的にグループで高め合う工夫を考えるきっかけになりました。 

  ・社会科の教える上で大切なことを、毎年のように考えさせられます。 

  ・今の子供たちに、最も必要なことだと感じました。  ・多様な発想を交流できる点で、とてもよいと思う。 

  ・学んだ事から考えさせ、表現させるために、あらためて何を教えるのかを整理することができた。 

  ・今後も様々な角度でとりくむべきと思います。  ・今後、実践に結びつけたいと思います。 

  ・「頭ではわかっているのだが現実には…。」という感じです。１時間の中でそのような（思考力を使う？）活動

をはさめているのですが、定着、効果のほどは自信がありません。 

  ・日々の業務に追われる中、全く研究に沿った実践ができなく、申し訳なく思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究員見解】 

 次年度も、部会員の皆さんに簡潔明瞭な提言ができるよう努めます。 

【研究員見解】 

 年次計画の文言にもある通り、思考力を高める授業を効果的に展開するためには、確かな知識や概念の習得が

不可欠です。全教科にわたる言語活動の重要性が唱えられるようになって久しいですが、思考力を高める学習活

動は、社会科における言語活動の大きな柱の一つと言えます。その取組については多くの先生方が意義を感じ前

向きに捉えている一方、難しさを感じたり、基礎学力の定着に不安を感じたりしている先生方も少なくないこと

が、アンケート結果からわかります。 

 知識の定着と思考力を高める学習活動とを別個に考えるのではなく、双方を並行しながら、高めていけるよう

な学習活動を目指すという教師側の発想の転換が必要なのかもしれません。 



 ③ プロジェクト試案について・・・平均評価3.9／4.0（回収枚数36枚） 

 ・レポートづくりの参考にさせていただきました。  ・ぜひ、活用したいと考えます。 

  ・レポート作成の参考になりました。Webでいつでもチェックできるのがよいと思います。 

  ・レポートを書く上でいつも参考になります。ありがとうございます。 

  ・わかりやすいです。  ・自分が授業する際の参考になった。 

  ・試案を作成した先生方、大変お疲れ様でした。  ・おもしろい、すばらしい内容でした。 

  ・内容よりも、公開のしかたかな。忙しくて見れていません。  ・お疲れ様でした。 

 

 ④ プロジェクトへの意見・要望など 

・新しい提案ありがとうございます。  ・研究大変お疲れ様です。いつも参考にしています。 

  ・ごくろうさまです。  ・以前のようにレポート集にとじ込みでよいと思う。 

 

 

 

 

 

Ⅳ．研究の成果と次年度の方向性Ⅳ．研究の成果と次年度の方向性Ⅳ．研究の成果と次年度の方向性Ⅳ．研究の成果と次年度の方向性    

 ① 成果 

   副主題が変わり、２年研究の１年目がスタートした。これまでの研究成果を踏まえ、「思考力を高める授業の展

開」が部会員の日常実践に意識付けされていたことは、第二次研究協議会のレポートにも表れていた。「情報『石

中社』」やＨＰを活用した情報発信、各市町村推進委員の協力、教育課程委員やプロジェクト研究員の研究推進等、

組織研究を意識した取組ができたことは、次年度以降に向けても非常に心強い成果である。 

   また、第二次研究協議会の授業公開にあたり、授業者・共同研究者を中心に、今年も部会員が協力して度重なる

検討会を開き、授業づくりを行った。授業者・共同研究者に改めて感謝するとともに、社会科部会の伝統として今

後もこの形式を継続していきたい。 

   なお、前述の通り、実技研修会および理論研修会も、大変有意義なものであったことは特筆に値する。 

 

② 次年度の方向性 

   次年度は、「思考したことをもとに適切に表現する授業の展開」が研究の重点となる。表現力については、これ

までも研究を重ねてきたが、知識・技能の確実な定着、社会的な見方や考え方に裏打ちされた思考力の高まりが不

可欠であることは言うまでもない。研究実践の確かな積み重ねが今後の課題である。 

   なお、今年度の第二次研究協議会分科会では、「１人の100歩より100人の１歩を…」という石教研の理念に基

づき、参加することで「今後の授業づくりに生かされるものを互いに交流し持ち帰る」ことを主眼とした。これに

ついては、次年度も大切にしたいと考えるが、レポート交流をはじめとした分科会の持ち方については、部会員か

らの様々な意見を踏まえながら、再検討する必要があると考える。なお、分科会Ⅱ（レポート交流）については、

少人数での交流は維持しつつ、三分野の別をなくす方向で検討したい。 

【研究員見解】 

 今年度も、プロジェクト研究員に３分野の試案を作成してもらい、Ｗｅｂに掲載しました。この方法は、徐々

に部会員にも浸透しつつあると感じています。今後も積極的に活用してもらえるよう、更なる周知を目指します。 


