
（様式１） 

「新学習指導要領の円滑な実施に向けた取組の推進事業」における「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」 

 

令和元年度委託事業完了報告書【実践地域】 

 

 

番号 

 

 

０１ 

 

都道府県市名 

 

 

北海道 

 

 

実践地域名 

 

北海道 

 

拠点校名 児童生徒数 

北海道夕張高等学校 65 

北海道静内高等学校 511 

北海道遠別農業高等学校 66 

北海道帯広柏葉高等学校 831 

※ 児童生徒数については，令和２年３月現在 

 

○ 実践研究の具体的内容 

(1) 実践研究推進体制の構築 

  道内 14管内を４圏域に分けて研究を推進した。 

  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・指導方法の

改善の推進ための実践研究」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 29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した。 

(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

見交換等を実施した。 

 (5) 指定校間の連携 

  ・圏域ごとに「指定校連絡協議会」を設置（指定期間２年間のうち，圏域内の実態に応じて各年 

２回以上開催する。） 

  ・「全道指定校連絡協議会」を設置（指定期間２年間のうち，各年１回開催する。） 

  ・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（指定期間２年間のうち，各年１回開催する。） 

   ・全道指定校連絡協議会研究大会（指定期間２年間のうち，令和元年度に１回開催する。） 

 

○ 令和元年度の研究結果とその分析 

１  研究結果 

各圏域別指定校連絡協議会等において，サポート校からカリキュラム・マネジメントを確立す 

るための効果的な校内体制の構築や主体的・対話的で深い学びの視点による授業の工夫改善につ 

いて実践発表し，先進校の取組の普及を図った。また，研究協議の時間を設けて各学校の実態に 

応じた推進体制や取組内容を共有し，本実践事業の一層の充実を図った。 

(1) 各圏域別指定校連絡協議会（年２回実施） 

 目  的：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・指導方法に関する研究実践に関わる発表及び協議を行い， 

研究成果の共有化を図る。また，指定校間における教員研修や定期的な情報交換， 

推進体制の充実に向けた意見交換を行う。 

   実施会場：各拠点校，全道４箇所（遠方で参加できない学校について，遠隔システムを活用） 

   実施状況：道央圏域 ①令和元年 ７月 ３日 参加者 23名 

             ②令和元年 12月 11日 参加者 28名 

道南圏域 ①令和元年 ９月 24日 参加者 39名 

②令和元年 11月 13日 参加者 77名 

道北圏域 ①令和元年 ７月 ５日 参加者  9名 

②令和２年 ３月 13日（予定） 

              ※新型コロナウイルス感染症対策のため中止 

        道東圏域 ①令和元年 ６月 11日 参加者 98名 

             ②令和元年 11月 12日 参加者 34名 

   内  容：研究授業，サポート校の取組の紹介，拠点校における実践内容の共有，講演 

        シンポジウムなど 

   講  師：道央圏域 北海道医療大学心理科学非常勤講師 石垣 則昭 氏 

        道南圏域 産業能率大学経営学部教授（株式会社 AL&AL代表）小林 昭文 氏 

道東圏域 株式会社ノースプロダクション代表取締役 近江 正隆 氏 

     北海道津別高等学校教諭 鈴木 知樹 氏 

     大正大学地域創生学部教授 浦崎 太郎 氏 

     十勝の未来を考える自治体職員の会 前田  寛 氏 

  (2) 圏域研究協議会（年１回実施） 

   目  的：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・指導方法に関わる講演や授業参観等を踏まえ，各教科・

科目の見方・考え方を働かせた授業への工夫・改善に資する。 

   実施会場：各拠点校，全道４箇所 

   実施状況：道央圏域 令和元年 12月 11日 参加者 36名（１(1)と同日開催） 

道南圏域 令和元年 11月 13日 参加者 77名（１(1)と同日開催） 



道北圏域 令和元年 11月 22日 参加者 47名 

道東圏域 令和元年 11月 12日 参加者 34名（１(1)と同日開催） 

   内  容：授業参観，講演，教科別協議など 

   講  師：道央圏域 北海道医療大学心理科学非常勤講師 石垣 則昭 氏 

        道南圏域 産業能率大学経営学部教授（株式会社 AL&AL代表）小林 昭文 氏 

        道北圏域 ヤフー株式会社メディアカンパニーマーケティングソリューション総  

括本部ＳＢシナジー推進本部本部長 福山 広樹 氏 

道東圏域 株式会社ノースプロダクション代表取締役 近江 正隆 氏 

     北海道津別高等学校教諭 鈴木 知樹 氏 

     大正大学地域創生学部教授 浦崎 太郎 氏 

             十勝の未来を考える自治体職員の会 前田  寛 氏 

(3) 全道指定校連絡協議会（遠隔システムを活用したＴＶ会議） 

  目  的：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 

法の工夫・改善，各学校における取組や各教科・科目等における育成すべき資質・ 

能力を育むための効果的な取組について協議する。 

   実施会場：北海道立教育研究所 

実施状況：令和元年 10月 21日 参加者 77名       

   内  容：拠点校における取組状況及び次年度の実践内容の共有，協議など 

 (4) 主体的・対話的で深い学び実践協議会（年２回実施） 

   目  的：本事業を円滑に推進することができるよう，本実践研究の計画の策定・評価等のた 

め専門的見地から指導，助言等を行う。 

   実施会場：北海道庁別館９階会議室 

実施状況：①令和元年７月 19日 

     ②令和２年１月 15日  

参 加 者：主体的・対話的で深い学び実践協議会委員５名 

         北海道教育委員会（高校教育課長，高校教育課主幹，高校教育課主査） 

   内  容：本事業の実践内容の説明・共有，有識者からの指導・助言など 

  (5) 北海道高等学校「未来を切り拓く資質・能力を育む高校教育推進事業」に係る「授業改善セ 

ミナー」の実施 

  目  的：教員の教科指導力の向上を図るための，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。 

   実施会場：全道 27会場（道央，道南，道北，道東の４ブロック） 

   実施時期：令和元年 10月～12月 

   対象教科：国語，地理歴史・公民，数学，理科，英語及び情報 

        （※教科「情報」は，道央会場のみ） 

   参 加 者：道内公立高等学校教諭，道内公立中学校教諭 511名 

    実施内容：センター校（拠点校）及び国や道の研究指定校等において，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）の視点からの授

業を実践している教員を講師として，実践発表及び授業に関する研究協議を行い，



ホームページ等による成果を普及。 

 (6) 令和元年度「高等学校教育課程編成・実施の手引」への実践事例の掲載 

目  的：高等学校学習指導要領の趣旨の徹底を図るとともに，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・指導方法に関する実践事例を掲 

載するなど，創意工夫を生かした教育課程の編成・実施に資する資料を作成し，全 

道の公立高等学校に周知する。 

活用の内容：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・指導方法に関する実践事例を掲載するとともに，全道 

の公立高等学校に配布するとともに，北海道高等学校教育課程研究協議会の研究 

協議等で活用。 

  (7) 北海道高等学校教育課程研究協議会における実践発表 

   目  的：各学校における教育課程の編成に伴う諸課題について研究協議を行い，高等学校教 

育の改善・充実を図る。 

   日  時：道央会場（札幌市）令和元年（2019年）12月５日（木）～６日（金）9:00～16:30 

        道北会場（旭川市）令和元年（2019年）12月 11日（水）～12日（木）9:00～16:30 

   参 加 者：道央会場 166名 

        道北会場 124名 

   内  容（関係のみ記載） 

        実践発表 北海道静内高等学校 高橋 敬一 教諭 

  (8) 全道指定校連絡協議会研究大会 

   目  的：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  

方法に関して，拠点校における実践の発表及び参加者による研究協議を行い，研究 

成果の普及・啓発を図り，育成すべき資質・能力を育むため，各学校の教育活動の 

質の向上を図る。 

日  時：令和元年 12月 18日 10:00～15:30 

参 加 者：道立高等学校教諭等 37名 

内  容：講演「新学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえた主体的・対話的で深い学びの実現を  

目指す教育活動の充実」 

講師 文部科学省初等中等教育局視学官 濵野  清 氏 

        実践発表 各拠点校４校 

        研究協議「各学校における新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業改善の現状と課 

題」 

(9) 指導主事による学校教育指導等において研究成果を普及 

  ・初任段階研修，中堅教員研修及び学校教育指導等における指導・助言 

 
２ 分析 

 (1) 北海道高等学校学習状況等調査及び学力テスト（道教委実施）等の結果の分析による検証 

  ・令和元年度間の調査及びテストは，令和２年２～３月に実施（現在調査中） 

  ・令和２年６月を目途にまとめる全道の集計結果と併せて，センター校（拠点校）において， 

経年比較を行い生徒の変容を把握 

 (2) 授業改善セミナーの参加者アンケートの結果の分析による検証 

  授業改善セミナーに参加した教員の多くが，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について，その必要性を理解するとともに， 

積極的に実践しようとする意識を高めることができた。 

＜参加者アンケートの結果＞ 

   質問項目「今回のワークショップ等において「主体的・対話的で深い学び」の実現（「ア 

  クティブ・ラーニング」の視点からの授業改善）や，教材，指導方法の理解は深まりました  



か。」について，「大いに深まった」，「深まった」と回答した参加者は，98.4％であり， 

昨年度の 98.2％から 0.2ポイント増加している。また，質問項目「今回の授業改善セミナ 

ーは，あなたの授業実践力の向上に役立ちましたか。」について，「大いに深まった」，「深 

まった」と回答した参加者が 99.8％，さらに，質問項目「今回の授業改善セミナーは，本 

道の高校生の学力向上のための教員の教科指導力の向上に役立つと思いますか。」について 

も，同様に回答した参加者が 99.8％となっていることから，新学習指導要領の趣旨を踏ま 

えた主体的・対話的で深い学びを実現するための学習・指導方法の改善への取組が浸透し， 

本事業の成果が上がっていると考えられる。 

＜参加者の感想＞ 

   ・研究授業において，個からグループそして全体へとスムーズな流れで深まりのある授業だ  

った。生徒の活動が多く，主体的・対話的で深い学びの３要素が含まれている素晴らしい 

授業であった。 

    ・日々行っている授業の中で，ぼんやりと取り入れていたアクティブ・ラーニングだったが， 

  今回のセミナーであらためて考えることができた。今後も勉強と実践を繰り返していきた 

いと思った。 

 ・主体的・対話的で深い学びの実現について，具体的にどのような指導が必要なのかという 

ことを考える良い機会となった。 

・進学校でもアクティブ・ラーニングの視点による授業ができることについて，大変勉強に 

なった。 

・アクティブ・ラーニングの視点によるグループ学習を行う際の手法を学べてとても良かっ 

た。生徒が学んだ知識を活用する機会を設定していない自分に気づくことができた。 


