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 教科等の本質的な学びを踏まえた主体的・対話的で深い学び 

（アクティブ・ラーニング）の視点からの学習・指導方法の改善の推進 
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１ 本実践研究に関連する実践地域の現状・課題 

 (1) 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた取組 

  ア 「授業実践講座」の実施 

北海道教育委員会では，教員の教科指導力の向上を図るため，優れた教科指導力を有する教員等を

講師とした公開授業や実践発表を行うことを目的に，平成21年度から全道 20会場において「授業実

践セミナー」（平成 28年度からは授業実践講座）を開催し，９年間で，のべ 4,566名の参加を得てい

る。 

参加者にアンケートを実施し，講座に参加したことによる「主体的・対話的で深い学び」の実現（ア

クティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善）に関する理解の深まりを確認しており，

95％以上の肯定的な回答を得ている。 

  イ 文部科学省指定事業の活用 

平成 27 年度には「言語活動の充実に関する実践研究―課題解決に向けた主体的・対話的で深い学び

の推進事業」,平成 28～29 年度には「教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視

点からの学習・指導方法の改善のための実践研究」の指定を受け,その成果の普及を図るための研究協

議会等を実施し，３年間で，のべ 1,082名の参加を得ている。 

参加者にアンケートを実施し，研究協議会等に参加したことによる「主体的・対話的で深い学び」

の実現（アクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善）に関する理解の深まりを確認

しており，90％以上の肯定的な回答を得ている。 

 (2) 取組の成果の分析と課題 

ア 教員用アンケートの結果分析 

    平成29年度の道内公立高等学校の教諭（主幹教諭含む）は7,186名（平成 29年５月１日現在）で

あるが,今年度の上記の授業実践講座や研究協議会等の参加者は，のべ 1,024名となっている。参加者

の重複はあるが，全体の約 14％の教員が講座等に参加していると言える。過去９年間では,参加者が

のべ 5,658名となり,重複を考慮しなければ,全体の約 79％の教員が講座等に参加したこととなり,そ

のうちの 90％以上が, 「主体的・対話的で深い学び」の実現について理解を深めている。経年で比較

すると肯定的な回答が減少しているものの,否定的な回答をした教員のコメントを見ると「以前から

理解していたので特に深まっていない」などとあることから，参加したほとんどの教員に「主体的・

対話的で深い学び」の実現（アクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善）について，

理解させることができ，積極的に授業改善に取り組む教員が増加していると言える。 

一方で，「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた取組の課題」として,「教員の共通理解」や「校

内体制」が多く挙げられていることから,授業改善が個々の取組にとどまっており，学校全体の取組と

なっていない状況にあることが考えられる。また, 「教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・

ラーニングの視点からの学習・指導方法の改善のための実践研究」の拠点校が,いわゆる進学校であっ

たことから,「進学校では実践できるが,本校では難しいのではないか」といった不安を述べる教員も

おり,「生徒に身に付けさせたい資質・能力の明確化」や「その資質・能力を育成するための指導体制

の構築」などは,どの学校でも同じ視点で取り組めることを周知する必要がある。 

イ 生徒アンケートの結果分析 

全国学力・学習状況調査の質問紙を参考に「今年度受けた授業では，先生から示される課題やクラ



スやグループの中で，自分たちで立てた課題に対

して，その解決に向けて情報を集め，話し合いな

がら整理して，発表するなどの学習活動に取り組

んだ」について抽出による調査（平成 29年 11月

実施）を行った。約 79％の生徒が肯定的な回答を

しており，多くの教員が「話合い」や「発表」な

どの学習活動を取り入れていることが分かった。

本調査項目については，平成 29 年度北海道高等

学校学習状況等調査（平成 30年２～３月実施）に

おいて，１年生全員から調査することとしてお

り，調査結果を踏まえて全ての教員が「話合い」

や「発表」などの学習活動を取り入れることがで

きるよう，学習・指導方法の改善の取組を支援す

る必要がある。 

ウ 北海道高等学校学習状況等調査の結果分析 

毎年，２～３月に１年生を対象として実施して

いる「北海道高等学校学習状況等調査」において，入

学後「学習意欲が高まったか」の問いに，肯定的な回

答が約７割となっているものの，「家庭学習を一度も

しない週があるか」の問いに，「あった」と回答した

生徒の割合が約６割となっており,学習意欲の高まり

が,学習習慣の確立に結びついていない状況にあるこ

とから，教員の指導方法の改善を生徒の学習方法の改

善に繋げるための工夫が必要である。 

 

２ 研究課題 

指定校における生徒の学習方法の改善に資する主体的・対話的で深い学びの視点からの指導方法の確

立，並びに研究内容の充実のための指定校間の連携及び研究成果の普及を図る遠隔システムを活用した他

圏域等との交流体制の構築 

 

３ 研究の概要 

ア サポート校の支援のもと，指定校において，生徒や地域等の状況を踏まえた上で，生徒に身に付けさ

せたい資質・能力を明確にするとともに，学校全体で指導方法の改善に取り組むための校内体制の在り

方について研究する。 

イ 拠点校及び推進校における「ＳＣＲＵＭ」の視点及び各校の研究テーマを踏まえた資質・能力を確実

に育成するための教育課程の編成・実施，「カリキュラム・マネジメント」の確立，主体的・対話的で

深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点からの指導方法，思考力・判断力・表現力の評価方法につ

いて研究する。 

ウ 様々な地域や学校規模，教員集団の構成等においても実践可能な取組とするため，圏域内における各

指定校の日常的な連携の在り方について研究する。 

エ 本研究の取組の充実を図るとともに，成果の普及に資するため，遠隔システムを活用した他の圏域及

び他県との連携の在り方について研究する。 

オ 遠隔システムの活用について,効果的な授業改善につなげるため,サポート校や推進校における教科

等の会議や授業改善を図るための協議の様子を配信し,その成果について研究する。 

 

４ 本実践研究に関連する実践地域における過去の研究や教育実践 

(1) 平成 27年度文科省「言語活動の充実に関する実践研究―課題解決に向けた主体的・対話的で深い学び

の推進事業」（実践地域：北海道教育委員会，拠点校：北海道函館稜北高等学校，推進校：28校） 

ア 全道規模で実施する全ての研修において，主体的・協働的な学び（アクティブ・ラーニング）に係る

研究協議の実施（研修及び研究協議会等への参加教員数：のべ 2,269名） 

イ 「主体的・協働的な学びに関する全道大会」（平成 27年11月２日開催）（223名参加） 

※小中学校はＨ29調査，高校は65校2,514名を抽出 
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(ｱ) 内容：外部講師による「アクティブ・ラーニング」に関する基調講演，拠点校の教員による５教

科（国語，数学，地理歴史・公民，理科，英語）の主体的・対話的で深い学び（アクティ

ブ・ラーニング）を導入した授業の公開，研究協議 

(ｲ) 成果等：参加者の 94.8%が「主体的・協働的な学びについて理解を深めた」と回答 

(2) 平成 28～29 年度文科省「教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指

導方法の改善のための実践研究」（実践地域：北海道教育委員会，拠点校：北海道札幌北高等学校，北海道

函館稜北高等学校，北海道旭川東高等学校，北海道釧路湖陵高等学校，推進校：８校，連携校：20校） 

ア 拠点校における「ＳＣＲＵＭ」の視点を踏まえた育成すべき資質・能力の明確化，学校全体で取り

組むことが可能となる連携の在り方の研究を実施 

イ 研究成果を普及するための研究大会を実施 

(ｱ) 各圏域研究大会（平成 28年 11月～平成 29年２月及び平成 29年 11月～12月開催） 

（のべ 564名参加） 

  (ｲ) 北海道アクティブ・ラーニング実践協議会（平成29年12月27日開催）（295名参加） 

 (ｳ) 内容：拠点校の教員による研究実践の発表及び公開授業,基調講演，「主体的・対話的で深い学

び」に関する研究協議, 北海道アクティブ・ラーニング実践協議会委員からの助言 

 (ｴ) 成果等：参加者の 93.5%が「主体的・対話的で深い学びについて理解を深めた」と回答 

 

５ 実践地域としての具体的な取組内容 

(1) 実践研究推進体制の構築 

  道内を４圏域，14の管内に分けて研究を推進する。 

  ア サポート校 
   「教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法改善のた

めの実践研究」の拠点校を本事業のサポート校として指定（計４校）。 
  イ 拠点校 
    サポート校のない管内に本実践の中心となる拠点校を指定（計４校）。 
  ウ 推進校 
    拠点校・サポート校のない管内に拠点校と協力して本実践を推進する推進校を指定（計６校）。 
  エ 連携校 
    拠点校・推進校・サポート校の近隣に１，２校の連携校を指定（計 21校）。 
(2) 拠点校，推進校における取組（「ＳＣＲＵＭ（スクラム）」） 
  次の「Student」，「Cooperation」，「Research」，「Universal Design」，「Management」の５つ
の視点を踏まえ，育成すべき資質・能力を明確にし，学校全体で取り組むことが可能となる連携の在り
方を研究するとともに，本事業に係る資料等の作成に協力する。 

  なお，研究指定校においては，６教科（国語，数学，地理歴史・公民，理科，外国語）における実践
のほか，各校の状況に応じて，他の教科等を加えて実施する。 

「Student」【生徒理解に基づく指導の充実】 
  互いの存在についての理解を深め，尊重することを通して，生徒に自己存在感を与え，共感的な人間関
係を育成するとともに，自己決定の場を与え，自己の可能性を開発するなど，生徒理解に基づく指導の
一層の充実を図る。 

「Cooperation」【他の高等学校，中学校，地域等との連携・推進】 
  「社会に開かれた教育課程」を視野におき，育成すべき資質・能力を踏まえた教育課程の実施等につい
て，各圏域を中心に他の高校と「取組の成果」の交流や情報交換を行うとともに，地域の中学校との授業
研究会等の開催や地域の教育資源を活用するなど，関係団体等との連携を図る。 

「Research」【各種調査等の活用】 
  アクティブ・ラーニングの検証に向け，これまで実施してきた，道教委独自の「学習状況等調査」や学
力テストのほか，PISA調査や国の「学力・学習状況等調査」などの結果を関連付けて，生徒の学力や学
習状況の把握を推進するとともに，各学校における定期考査等，評価のためのテスト等の在り方につい
て研究を行い，評価及び授業の改善を図る。 

「Universal Design」【ユニバーサルデザイン，インクルーシブ教育の視点からの授業改善】 
  自分の思いや考えを伝えるとともに，相手の思いや考えを理解し尊重できるようにすることを目指し，
発達障害のある生徒など，障害のある生徒とともに協働的に学ぶことにより，特別支援教育の視点にも
留意した授業改善を図る。特別支援教育の視点に立つ配慮や工夫を通して，教員の授業力・指導力の向
上とともに，発達障害のある生徒のみならず，全ての生徒の学習内容の理解や学習意欲の向上を図る。 

「Management」【カリキュラム・マネジメントの構築】 
  学校で育成すべき資質・能力を確実に育むためのアクティブ・ラーニングを推進する観点から，どのよ
うな教育課程を編成し，どのようにそれを実施・評価し改善していくのかという「カリキュラム・マネジ
メント」を確立させ，教科横断的な視点からの教育活動の改善や，教科等や学年を越えた組織運営の改
善を目指して，学校の運営全体の見直しを図る。 



  ア 育成すべき資質・能力の明確化，資質・能力を確実に育成するための教育課程の編成・実施 
   ・「カリキュラム・マネジメント」の確立 
   ・「ＰＤＣＡサイクル」の構築 
  イ 主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点からの学習・指導方法の改善 
   ・公開授業を実施及び他校の教員等と研究協議の実施 
   ・校内研修会等の実施 
ウ 思考力・判断力・表現力の評価方法に関する研究 
 ・評価方法（「パフォーマンス評価」，「ルーブリック」，「ポートフォリオ評価」等）の理論と実
践に関する成果と課題の検証 

  エ 全道の高等学校等への成果の発信 
(3) サポート校における取組 

   サポート校は，これまでの実践の成果を生かし，圏域内の拠点校，推進校の取組を支援する。 
(4) 連携校における取組 
  連携校は，カリキュラム・マネジメントの確立に向けて，拠点校，推進校，サポート校と意見交換等を
実施する。 

 (5) 指定校間の連携 
  ・圏域ごとに「指定校連絡協議会（仮称）」を設置 
  ・「全道指定校連絡協議会（仮称）」を設置 
  ・遠隔システムを活用した会議を実施 
 (6) 研究大会等の実施 
  ア 趣旨 
   教科等の本質的な学びを踏まえたアクティブ・ラーニングの視点からの学習・指導方法に関する研

究実践の発表及び協議を行い，研究成果の共有化を図る。 
  イ 研究大会等 
   ・圏域研究協議会（仮称） 
   ・全道指定校連絡協議会研究大会（仮称） 
 (7) 実践資料集の作成 
  ア 趣旨 

本事業の研究成果を全道の公立高等学校へ普及する。 
  イ 内容 
   本事業における優れた授業実践を集約するとともに，北海道教育委員会のホームページに掲載す

る。また，優れた授業実践については，動画として，ＤＶＤ等により普及を図る。 
 

６ 研究実施計画 

時 期（月） 研究活動 内 容 

平成30年度 

通年 

・前事業の成果の普及 

・学校教育指導等 

・北海道立教育研究所 各種研修

講座 

・各圏域指定校連絡協議会 

・「実践研究報告書」等による普及 

・指導主事による指導・助言 

・教員の指導力の一層の向上 

 

・研究内容の共有及び指導・助言 

４月 ・前年度学力テスト・学習状況等

調査の集約 

・生徒の実態把握 

５月 ・主体的・対話的で深い学び実践

協議会の設置 

・各圏域指定校連絡協議会の設置 

・全道指定校連絡協議会の設置 

・モデル別教材・学力テスト作成

会議の開催 

・本事業の推進に関する指導・助言 

 

・実践研究推進体制の確立 

 

・教材等の作成 

７月～11月 ・主体的・対話的で深い学び実践

協議会（第１回）の開催 

・授業実践講座の開催 

 （全道 28会場） 

・「教育課程編成・実施の手引」作

成，ホームページ掲載 

・本事業の推進に関する指導・助言 

 

・拠点校等の教員を講師とした実践発表，研

究協議等 

・拠点校等の成果の普及 

11月～12月 ・拠点校における各圏域研究協議

会（道内４会場） 

・北海道高等学校教育課程研究協

・研究成果の検証（公開授業・研究協議） 



議会（全道２会場） 

２月 ・モデル別学力テスト・学習状況

等調査の実施 

・全道指定校連絡協議会 

・主体的・対話的で深い学び実践

協議会（第２回）の開催 

・生徒の実態把握，研究成果の検証 

 

・研究内容の共有及び指導・助言 

・本事業の推進に関する指導・助言 

３月 ・実践研究まとめ作成 ・各拠点校における取組の成果の集約，及び

全道の高校への周知 

平成31年度 

通年 

・前年度の成果の普及 

・学校教育指導等 

・北海道立教育研究所 各種研修

講座 

・各圏域指定校連絡協議会 

・実践研究まとめ等による成果の普及 

・指導主事による指導・助言 

・教員の指導力の一層の向上 

 

・研究内容の共有及び指導・助言 

４月 ・前年度学力テスト・学習状況等

調査の集約 

・生徒の実態把握 

５月 ・全道指定校連絡協議会 

・主体的・対話的で深い学び実践

協議会（第３回）の開催 

・モデル別教材・学力テスト作成

会議の開催 

・研究内容の共有及び指導・助言 

・本事業の推進に関する指導・助言 

 

・教材等の作成 

７月～11月 ・授業実践講座の開催 

 （全道 28会場） 

・「教育課程編成・実施の手引」作

成，ホームページ掲載 

・全道指定校連絡協議会 

・主体的・対話的で深い学び実践

協議会（第４回）の開催 

・拠点校等の教員を講師とした実践発表，研

究協議等 

・拠点校等の成果の普及 

 

・研究内容の共有及び指導・助言 

・本事業の推進に関する指導・助言 

11月～12月 ・拠点校における各圏域研究協議

会（道内４会場） 

・北海道高等学校教育課程研究協

議会（全道２会場） 

・全道指定校連絡協議会研究大会 

・研究成果の検証（公開授業・研究協議） 

 

２月 ・モデル別学力テスト・学習状況

等調査の実施 

・生徒の実態把握，研究成果の検証 

３月 ・実践研究報告書作成 

・事業のまとめ 

・拠点校における取組の成果の集約，及び全

道の高校への周知 

 

７ 主体的・対話的で深い学び実践協議会 

氏 名 所 属 役 職 

守屋 淳（候補者） 北海道大学 教授 

富家直明（候補者） 北海道医療大学心理科学部・大学院心理科学研究科 教授 

宮下 聡（候補者） 北海道札幌北高等学校 校長 

井村美彦（候補者） 北海道高等学校ＰＴＡ連合会 事務局長 

丸谷智保（候補者） 株式会社 セコマ 代表取締役社長 

 

 

８ 拠点校 

学校名 その学校を拠点校とした理由 

 

北海道夕張高等学校 

小中学校と連携した取組が期待できる。経験豊富なベテラン教員が多い

都市部に近い１間口校において研究を推進することで，高い汎用性が期



待できる。 

 

北海道静内高等学校 

ＩＣＴを活用した取組が期待できる。若手からベテランまで幅広い層の

教員集団である地方の中規模校において研究を推進することで，高い汎

用性が期待できる。 

 

北海道遠別農業高等学校 

専門教科も含めた取組や産学官の連携による取組が期待できる。ほとん

どの教員が１校目の勤務校である地方の１間口校において研究を推進

することで，高い汎用性が期待できる。 

 

北海道帯広柏葉高等学校 

大学との接続を踏まえた取組が期待できる。教員の平均年齢が 50 歳を

超える地方都市の大規模校（進学校）において研究を推進することで，

高い汎用性が期待できる。 

 

９ 成果等の把握と検証の手立て 

(1) 成果等の把握 

ア 北海道高等学校学習状況等調査等の結果の経年比較，年間複数回実施による生徒の変容の把握及び

分析による検証 

イ 拠点校及び推進校，連携校における公開授業の観察に基づく参観者アンケート及び生徒による授業

アンケート,授業後の研究協議等を通じた把握と検証 

ウ 授業実践講座の実施状況（参加者アンケート）による把握及び分析による検証 

エ 学力テスト（道教委実施）等の結果の分析による検証 

オ 指導主事による定期・随時の学校教育指導による管理職や担当教員との面談による把握 

カ 拠点校及びサポート校,推進校の実践等による実践資料集による把握 

キ 拠点校及び推進校における学校評価に基づく成果の把握と分析 

 (2) 検証の手立て 

    ア 北海道高等学校学習状況等調査等の結果の分析による検証 

イ 学力テスト（道教委実施）等の結果の分析による検証 

  ウ 授業実践講座の参加者アンケートの結果の分析による検証 

  エ 「指定校連絡協議会（仮称）」等における協議等を通じた検証 

オ 拠点校及び推進校における生徒の変容（感想を含む）の把握による検証 

１０ 研究成果の実践地域における活用方策 

ア 各圏域研究協議会における公開授業や研究協議により，明確になった成果と課題を，道教委ホームペ

ージに掲載して，全道の高等学校への普及を図る。 

イ 各圏域の指定校連絡協議会において，各指定校の取組の成果を共有し，自校の取組の充実を図る。 

ウ 全道指定校連絡協議会において，各圏域の取組の成果を共有するとともに，全道指定校連絡協議会研

究大会において，本実践研究の成果について全道への普及を図る。 

エ 全道４ブロック 28会場で開催する授業実践講座において，拠点校等の実践事例を発表し，取組状況等

について意見交換や協議を行うなど，研究成果の共有化を図るとともに，実施状況とアンケート結果等

を道教委ホームページに掲載して，全道の高等学校への普及を図る。 

オ 北海道高等学校教育課程研究協議会において拠点校の実践事例を発表するほか，参加者（約 300名）

間で協議し，教科等の本質的な学びを踏まえた主体的・対話的で深い学びの視点からの学習・指導方法

について理解を深める。 

カ 拠点校等の実践事例，道外視察研修等を実践資料集として取りまとめ，ホームページ等に掲載するな

ど，道内全ての高等学校に周知を図る。 

キ 「高等学校教育課程編成・実施の手引」に実践事例等を掲載し，道教委のホームページに掲載するな

どして，全道への普及を図る。 

ク 本事業の研究成果や研究実践を踏まえ，学校教育指導や各種研修会等において，指導主事から各学校

に指導・助言を行う。 

 

１１ 研究成果の実践地域外も含めた普及方策 

ア 全道指定校連絡協議会研究大会について，道外の学校にも参加を依頼する。研究大会については，遠

隔システムを活用して道内各地の高等学校を会場に実施することから，参加しやすい会場での参加を依



頼する。 

イ 遠隔システムについて，道外の学校との接続方法について研究し，遠隔システムを活用して実施する

指定校連絡協議会を道外の学校を含めて実施する。 

 

１２ その他 

 ア 拠点校のテーマに応じて，大学教授等の専門家と連携して研究を進める。 

 イ 成果の把握等を行うためのアンケートの集約について,スマートフォン等の通信機器を活用し,効率的

に行えるよう,各拠点校・推進校において検討する。 

 ウ 本推進事業における各取組の準備等の業務負担を軽減するため,校内において「校内プロジェクトチ

ーム」を中心に効率的に研究を進めるよう指導主事等が指導・助言する。 


