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（３）総合的な学習の時間

１ 総合的な学習の時間のねらい

(1) 第１ 目標

第１ 目標

ア探究的な見方・考え方を働かせ、イ横断的・総合的な学習を行うことを通して、ウより

よく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり育成するこ

とを目指す。

エ(1)探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に

関わる概念を形成し、探究的な学習のよさを理解するようにする。 〔知識及び技能〕

オ(2)実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分
析して、まとめ・表現することができるようにする。 〔思考力、判断力、表現力等〕

カ(3)探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、積
極的に社会に参画しようとする態度を養う。 〔学びに向かう力、人間性等〕

第１の目標は、大きく分けて二つの要素で構成されている。

一つは、総合的な学習の時間に固有な見方・考え方を働かせて、横断的・総合的な学習を行う

ことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成する

という、総合的な学習の時間の特質を踏まえた学習の在り方と、もう一つは、(1)、(2)、(3)と
して示している、総合的な学習の時間を通して育成することを目指す資質・能力である。

ア 「探究的な見方・考え方を働かせる」とは

探究的な見方・考え方とは、各教科等における見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象

を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・実生活の課題を探究し、自己の生き方を問い続けると

いう総合的な学習の時間の特質に応じた見方・考え方である。

イ 「横断的・総合的な学習を行う」とは

横断的・総合的な学習とは、例えば、国際理解、情報、環境、福祉・健康などの現代的な

諸課題に対応する課題、地域や学校の特色に応じた課題、生徒の興味・関心に基づく課題、

職業や自己の将来に関する課題など、一つの教科等の枠に収まらない課題に取り組む学習活

動である。具体的には、「身近な自然環境とそこで起きている環境問題」、「地域の伝統や文

化とその継承に力を注ぐ人々」、「ものづくりの面白さや工夫と生活の発展」「職業の選択と

社会への貢献」などが考えられる。

ウ 「よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていく」とは

よりよく課題を解決するとは、解決の道筋がすぐには明らかにならない課題や、唯一の正

解が存在しない課題などについても、自らの知識や技能等を総合的に働かせて、目前の具体

的な課題を粘り強く対処し解決しようとすることである。

また、自己の生き方を考えることは、以下の三つで考えることができる。

○ 人や社会、自然との関わりにおいて、自らの生活や行動について考えていくこと

→社会や自然の一員として、何をすべきか、どのようにすべきかなどを考えること

○ 自分にとっての学ぶことの意味や価値を考えていくこと

→自分の考えや意見を深めること、学習の有用感を味わうなどして学ぶことの意味を自覚すること

○ 上記の二つを生かしながら、学んだことを現在および将来の自己の生き方につなげて考えること

→学習の成果から達成感や自信をもち、自分のよさや可能性に気付き、自分の人生や将来、職業について考えて

いくこと

エ 探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わ

る概念を形成し、探究的な学習のよさを理解するようにする

総合的な学習の時間で得られる知識は、教科書や資料集に整然と整理されているものを取

【中学校・総合的な学習の時間】
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り込んで獲得するものではなく、探究の過程を通して、自分自身で取捨・選択し、整理し、

既にもっている知識や体験と結び付けながら、構造化され、身に付けていくものである。そ

して、こうした過程を経て獲得された知識は、実社会・実生活における様々な課題の解決に

活用可能な生きて働く知識、すなわち概念として形成されていくのである。また、探究的な

学習のよさを理解するためには、総合的な学習の時間で行う探究的な学習が、学習全般や生

活と深く関わっていることや学びという営みの本質であることへの気付きを大事にすること

が欠かせない。

オ 実社会や実生活の中から問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析し

て、まとめ・表現することができるようにする

具体的には、身に付けた「知識及び技能」の中から、当面する課題の解決に必要なものを

選択し、状況に応じて適用したり、複数の「知識及び技能」を組み合わせたりして、適切に

活用できるようになっていくことと考えることができる。また、このような資質・能力につ

いては、やり方を教えられて覚えるということだけでは育まれないものである。実社会や実

生活の課題について探究のプロセス（①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まと

め・表現）を通して、児童が実施に考え、判断し、表現することを通して身に付けていくこ

とが大切になる。

カ 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、積極的

に社会に参画しようとする態度を養う

探究的な学習においては、自ら設定した課題の解決に向けて真剣に本気になって取り組む

態度や、他者の異なる意見を生かして新たな知を創造しようとする態度が欠かせない。また、

探究的な学習に取り組む中で、互いの資質・能力を認め合い、相互に生かし合う関係が期待

されている。このような過程を通して、自ら社会に関わり参画しようとする意志、社会を創

造する主体者としての自覚が、一人一人の生徒の中に徐々に育成されることが期待されてい

るのである。

(2) 各学校において定める目標

各学校においては、第１の目標を踏まえ、各学校の総合的な学習の時間の目標を定める。

各学校においては、第１の目標の趣旨をしっかりと踏まえつつ、地域や学校、生徒の実態や

特性を考慮した目標を、創意工夫を生かして独自に定めていくことが望まれている。その際、

これまで各学校が取り組んできた経験を生かして各目標の要素のいずれかを具体化したり、重

点化したり、別の要素を付け加えたりして目標を設定することが考えられる。

〔設定例〕

探究的な見方・考え方を働かせ、地域の人、もの、ことに関わる総合的な学習の時間を通し

て、目的や根拠を明らかにしながら課題を解決し、自己の生き方を考えることができるように

するために、以下の資質・能力を育成する。

(1)地域の人、もの、ことに関わる探究的な学習の過程において、課題の解決に必要な知識
及び技能を身に付けるとともに、地域の特徴やよさに気付き、それらが人々の努力や工夫

によって支えられていることに気付く。

(2)地域の人、もの、ことの中から問いを見いだし、その解決に向けて仮説を立てたり、調
査して得た情報を基に考えたりする力を身に付けるとともに、考えたことを根拠を明らか

にしてまとめ・表現する力を身に付ける。

(3)地域の人、もの、ことについての探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに、
互いのよさを生かしながら、持続可能な社会を実現するための行動の仕方を考え、自ら社

会に参画しようとする態度を育てる。
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２ 各学校において定める内容

(1) 目標を実現するにふさわしい探究課題

目標を実現するにふさわしい探究課題とは、横断的・総合的な学習としての性格をもち、探

究的な見方・考え方を働かせて学習することがふさわしく、それらの解決を通して育成される

資質・能力が、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくことに結び付いていくよう

な、教育的に価値のある諸課題である。従来「学習対象」と説明してきたものに相当するが、

その課題について探究することを通して学ぶという学習過程も重要であることを含めて明確に

するために、今回の改訂では「探究課題」として示した。

四つの課題 探究課題の例
地域に暮らす外国人とその人たちが大切にしている文化や価値観(国際理解)

横断的・総合的な課題 情報化の進展とそれに伴う日常生活や社会の変化(情報)
(現代的な諸課題) 身近な自然環境とそこに起きている環境問題(環境)

など
町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織(町づくり)

地域や学校の特色に 地域の伝統や文化とその継承に力を注ぐ人々(伝統文化)
応じた課題 商店街の再生に向けて努力する人々と地域社会(地域経済)

など
生徒の興味・関心に ものづくりの面白さや工夫と生活の発展(ものづくり)
基づく課題 生命現象の神秘や不思議さと、そのすばらしさ(生命)

など
職業や自己の将来に 職業の選択と社会への貢献(職業)
関する課題 働くことの意味や働く人の夢や願い(勤労)

など

(2) 探究課題の解決を通して育成を目指す具体的な資質・能力

ア 知識及び理解

探究的な学習の過程において、それぞれの課題についての事実的認識や技能が獲得される。

また、事実的認識は探究の過程が繰り返され、連続していく中で、何度も活用され発揮され

ていくことで、構造化され生きて働く概念的な知識へと高まっていく。

イ 思考力、判断力、表現力等

この資質・能力については、これまで各学校で設定する「育てようとする資質や能力及び

態度」の視点として「学習方法に関すること」としていたことに対応している。また、探究

の過程の各段階で整理すると以下のようになる。

探究の過程おける思考力、判断力、表現力等の深まり（例）

①課題の設定 ②情報の収集 ③情報の整理・分析 ④まとめ・表現

より複雑な問題状況 より効率的・効果的な手段 より深い分析、 より論理的で効果的な表現

確かな見通し、仮説 多様な方法からの選択 確かな根拠付け 内省の深まり

ウ 学びに向かう力、人間性等

今回の改訂では、「学びに向かう力、人間性等については、自分自身に関すること及び他

者や社会との関わりに関することの両方の視点を踏まえること」と示された。自分自身に関

することとしては、主体性や自己理解、社会参画などに関わる心情や態度、他者や社会との

関わりに関することとしては、協働性、他者理解、社会貢献などに関わる心情や態度が考え

られる。また、これら二つの視点のバランスをとり、関係を意識することが重要である。

学びに向かう力、人間性等

例)自己理解・他者理解 例)主体性・協働性 例)将来展望・社会参画

自分自身に 探究的な活動を通して、自分の 自分の意思で、目標をもって課 探究的な活動を通して、自己の

関すること 生活を見直し、自分の特徴やよ 題の解決に向けた探究に取り組 生き方を考え、夢や希望などを

さを理解しようとする もうとする もとうとする

探究的な活動を通して、異なる 自他のよさを生かしながら協力 探究的な活動を通して、進んで

他者や社会との 意見や他者の意見を受け入れて して問題の解決に向けた探究に 実社会・実生活の問題の解決に

関わりに関すること 尊重しようとする 取り組もうとする 取り組もうとする
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(3) 考えるための技法の活用

各学校において、総合的な学習の時間だけでなく、各教科において、どのような「思考力・

判断力・表現力等」を養いたいかということを踏まえつつ、生徒の実態に応じて活用を図るこ

とが期待される。以下、中学校段階において活用できると考えられるものを例として示す。

○順序付ける ○比較する ○分類する ○関連付ける ○多面的に見る・多角的に見る

○理由付ける(原因や根拠を見付ける) ○見通す(結果を予想する)

○具体化する(個別化する、分解する) ○抽象化する(一般化する、統合する) ○構造化する

これらの「考えるための技法」を意識的に使えるようにするためには生徒の習熟の状況等を

踏まえながら、教師が声掛けをしたり、紙などに書いて可視化したりするような活動を取り入

れることが有効である。可視化する方法については、例えば「○○中学校思考ツール」として

共通のワークシート等を活用することが考えられる。その際、こうしたツールを活用すること

自体が目的化しないようにするということも重要である。

３ 総合的な学習の時間の学習指導

(1) 学習指導の基本的な考え方

ア 生徒の主体性の重視

生徒がもつ本来の力を引き出し、それを支え、伸ばすように指導していくことが大切であ

り、そうした肯定的な生徒観に立つことが欠かせない。しかし生徒の主体性を重視するとい

うことは、教師が生徒の学習に対して積極的に関わらないということを意味するものではな

い。例えば、生徒の主体性が発揮される場面では、生徒自ら変容していく姿を見守ることが

大切である。また、生徒の取組が停滞したり迷ったりしている場面では、適切な指導が必要

である。そのようにして、生徒のもつ潜在的な力が発揮されるような学習指導を行うことが

大切である。

イ 適切な指導の在り方

どのような体験活動を仕組み、どのような話合いを行い、どのように考えを整理し、どの

ようにして表現し発信していくかなどは、まさに教師の指導性にかかる部分であり、生徒の

学習を活性化させ、発展させるためには欠かせない。こうした教師の指導性と生徒の自発性

･能動性とのランスを保ち、それぞれ適切に位置付けることが豊かで質の高い総合的な学習

の時間を生み出すことにつながる。

ウ 具体的で発展的な教材

総合的な学習の時間の教材(学習材)には、以下の特徴があることが求められる。

○生徒の身近にあり、観察したり調査したりするなど、直接体験をしたり繰り返し働きかけたりすること

ができる

○生徒の学習活動が豊かに広がり、発展していく

○実社会や実生活について多面的・多角的に考えることができる

(2) 探究的な学習の過程における「主体的・対話的で深い学び」

【主体的な学び】

学習に積極的に取り組ませるだけでなく、学習後に自らの学びの成果や過程を振り返ることを通して、次

の学びに主体的に取り組む態度を育む学び → 「課題設定」と「振り返り」が重要

【対話的な学び】

他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深めるような学び

→ 協働的な学習はグループとして結果を出すことが目的ではなく、その過程を通じて、一人一人がどのよ

うな資質・能力を身に付けるかということが重要

【深い学び】

「知識及び技能」は関連付けられて概念化し、「思考力、判断力、表現力等」は活用場面と結びついて汎用

的なものとなり、多様な文脈で使えるものとなる学び

→ 探究的な学習の過程を一層重視し、これまで以上に学習過程の質的向上をめざす
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(3) 探究的な学習の指導のポイント

探究的な学習とは、問題解決的な活動が発

展的に繰り返されていく一連の学習活動のこ

とであり、物事の本質を探って見極めようとす

る一連の知的営みのことである。

ア 学習過程を探究的にすること

探究的な学習とするためには、学習過程

が以下のようになることが重要である。こ

うした探究の過程は、いつも①～④が順序

よく繰り返されるわけではなく、順番が前

後することもあるし、一つの活動の中に複

数のプロセスが一体化して同時に行われる

場合もある。

①【課題の設定】体験活動などを通して、課題を設定し課題意識をもつ

②【情報の収集】必要な情報を取り出したり収集したりする

③【整理・分析】収集した情報を、整理したり分析したりして思考する

④【まとめ・表現】気付きや発見、自分の考えなどをまとめ、判断し、表現する

①【課題の設定】

総合的な学習の時間では、生徒が実社会や実生活に向き合う中で、自ら課題意識をもち、

その意識が連続発展することが欠かせない。しかし、そのために教師は何もしないでじっと

待つのではなく、意図的な働きかけを行い、学習対象との関わり方や出会わせ方などを工夫

することが大切である。その際、以下のことに配慮する。

○生徒の発達や興味・関心を適切に把握し、これまでの自分の考えとの「ずれ」や「隔たり」

を感じさせたり、対象への「憧れ」や「可能性」を感じさせたりする

○人、社会、自然などの対象に直接触れる体験活動を重視する

②【情報の収集】

課題意識や設定した課題を基に、生徒は、観察、実験、見学、調査、探索、追体験などを

行う。こうした学習活動によって、生徒は解決に必要な情報を収集していく。その際に、体

験活動を生かし、目的を明確にして、情報を収集することが重要である。その際、以下のこ

とに配慮する。

○収集する情報は多様であり、それは学習活動によって変わるということ

→ ・数値化した情報 ・言語化した情報 ・感覚的な情報 など

○課題解決のための情報収集を自覚的に行うこと

→ ・どうのような情報を ・どのような方法で ・どのようにして蓄積するのか など

○収集した情報を適切な方法で蓄積すること

→ ・ポートフォリオ ・ファイルボックス ・コンピュータのフォルダ など

③【整理・分析】

収集した情報は、それ自体はつながりのない個別的なものだが、それらを種類ごとに分け

るなどして整理したり、細分化して因果関係を導き出したりして分析する。それが思考する

ことであり、そうした学習活動を位置付けることが重要である。その際、以下のことに配慮

する。

○生徒自身が情報を吟味する

→ ・どのようにして入手した情報なのか ・どのような性格の情報なのか など

○どのような方法で情報の整理や分析を行うのかを決定する

→ ・数値化された情報･･･折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ など

・言語化された情報･･･カード、座標軸、マップ など

■日常生活や社会
に目を向け、児童
が自ら課題を設定
する。

■探究の過程を経
由する。
①課題の設定
②情報の収集
③整理・分析
④まとめ・表現

■自らの考えや課
題が新たに更新さ
れ、探究の過程が
繰り返される。

課題の設定

整理・分析

情報の収集

課題の設定

整理・分析

情報の収集

まとめ・表現

まとめ・表現

探究的な学習における児童の学習の姿

【中学校・総合的な学習の時間】
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④【まとめ・表現】

既存の経験や知識と、学習活動により整理・分析された情報とがつながり、一人一人の生

徒の考えが明らかになったり、課題がより一層鮮明になったり、新たな課題が生まれたりす

る活動にすることが重要である。その際、以下のことに配慮する。

○相手意識や目的意識を明確にしてまとめたり、表現したりすること

○まとめたり表現したりすることが、情報を再構成し、自分自身の考えや新たな課題を自覚す

ることにつながるということ

○伝えるための具体的な方法を身に付けるとともに、それを目的に応じて選択して使えるよう

にすること

イ 他者と協働して主体的に取り組む学習活動にすること

協働的に取り組む学習活動を行うことは、生徒の学習の質を高め、探究的な学習を実現す

ることにつながる。具体的には、以下のような場面が想定できる。

○多様な情報を活用して協働的に学ぶ

→体験活動では、それぞれの生徒が様々な体験を行い多様な情報を手に入れる。それらを出し

合い、情報交換しながら学級全体で考えたり話し合ったりして、課題が明確になっていく場面

○異なる視点から考え協働的に学ぶ

→物事の決断を迫られるような話合いや情報交換を行う際に、収集した情報を比較したり、分類

したり、関連付けたりして考えるような場面

○力を合わせたり交流したりして協働的に学ぶ

→友達や専門家からの助言、地域の大人からの激励を受け、製作や交流などを行う場面

○主体的かつ協働的に学ぶ

→協働して学習に取り組むことで、生徒の探究的な学習を持続させ発展させるとともに、一人一

人の生徒の考えを深め、自らの学習に対する自信と自らの考えに対する確信をもたせるような

場面

４ 評価

総合的な学習の時間の評価については、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学び

に向かう力、人間性等」の観点で、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、発表や討論などに見ら

れる学習の状況や成果などについて、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する。

また、総合的な学習の時間における生徒の学習状況の評価を適切に実施するには、その在り方

として、信頼される評価とするために、多様な評価になっているか、過程での評価が適切に行え

ているかを重視することとしている。

【信頼される評価】
○教師の適切な判断に基づいた評価が必要であり、著しく異なったり偏ったりすることなく、およそどの教
師も同じように判断できる評価
→ ・教師間で評価の観点や評価規準を確認 ・一定程度の時間数の中において評価 など

【多様な評価】 【過程の評価】

・多様な評価方法（観察、評価カード、振り返り、 ・学習活動前の実態把握

制作物、聞き取り等） ・学習活動中の学習状況の把握と改善

・多様な評価対象（行動、発言、レポート、ワーク ・学習活動終末の学習状況の把握と改善

シート、ノート、作文、絵などの制作物等） を通して、特に進歩したこと、意欲的に取り組んだ

・異なる評価者（教師、自分、友達、地域の方等） こと、努力や工夫が見られたこと、ものの見方や考

によって、生徒の学習状況を把握する。 え方が変わったこと、自己の生き方につなげて考え

ようとしたことなどを見取る。

【中学校・総合的な学習の時間】


