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◇　総　括

　　平成 年度日本教材文化研究財団は、事業として公益事業 の「調査研究・教材開発」部門
と公益事業 の「普及・公開」部門、及び「収益事業」を行った。

公　益　事　業　

．調査研究・教材開発部門
　  これからの時代に求められる資質・能力を育成するための英語科学習指導の研究
　　 －英語で議論・交渉する力の育成－ （ 年計画の 年次）
　　　 年次に議論した「英語で議論する力、交渉する力」を構成する下位の能力等を整理し、
それを踏まえて、以下の内容を行った。

　　 英語で議論する力、交渉する力に必要な下位能力や資質を整理。
　　 を基にして英語で討論する力、交渉する力を付けるための単元開発ならびに指導モデル

を作成。
　　 一部の指導モデルを実証し、その妥当性を検討。
　　　
　  これからの時代に求められる資質・能力を育成するための数学科学習指導の研究
　　 －「数学的に考える力」と「思考の習慣」に焦点を当てて－ （ 年計画の 年次）
　　　教材の開発と蓄積をさらに進めるとともに、数学科において育成すべき資質・能力に焦点
化した学習指導・評価モデルについての実践研究を行った。

　　・教材の開発では、数学的に考える資質・能力の育成のために、数学の世界での考察と日常
事象の考察のそれぞれについて検討し、その教材を用いた授業モデルを開発した。特に、
日常生活の場面にみられる問題を数学の舞台に載せて課題を見出す過程、及び数学の世界
の問題とその解決を振り返り新しい問題を見出す過程のそれぞれに焦点を当てた。

　　・学習指導では、問題場面から課題を見出す過程、解決した問題を振り返って新しい課題を
見出す活動を促す教授行動を重点化し、数学的活動において多面的な検討を可能にするグ
ループワークを取り入れることの意義を生徒の学習活動の評価に基づいて明らかにした。

　　
　  これからの時代に求められる資質・能力を育成するための国語科学習指導の研究
　　 －「聴いて、考えて、つなげる」国語科の授業づくり－ （ 年計画の 年次）
　　  年次の研究成果を踏まえ、「中教審答申」や「次期学習指導要領」等を精査しながら、教

科国語において育成すべき資質・能力の具体的な姿及びその評価について考察した。
　　  年次に引き続き、「アクティブ・ラーニング」の視点から、「あたたかな聴き方・やさし

い話し方」を大切にした単元を、授業実践を通して開発した。　
　　 本研究会の研究成果や、次期学習指導要領の考え方・ねらいを、多くの教育関係者と共有

していくために、教育講演会を企画・運営した。
　　 各メンバーの授業実践において用いられたデジタル教材やICT機器等の活用について、そ

の効果や可能性について協議をした。

　  これからの時代に求められる資質・能力を育成するための理科学習指導の研究 （ 年計画の 年次）
　　　 年度は「論理的思考」、 年度は「クリティカル・シンキング」に焦点を当てて研究した。
　　クリティカル・シンキングは種々の考え方があるが、理科学習指導過程における①データか
ら結果の導出場面、あるいは、②問題発見から結論の導出場面に焦点化した。そして、これ
らの場面におけるクリティカル・シンキング育成の教師の手立てを明らかにしようとした。

　　 ①データから結果の導出過程、あるいは、②問題発見から結論の導出過程における生徒の
実態を顕在化した。

　　 ①と②の場面における生徒がクリティカル・シンキングを展開していくための教師の手立
てを明らかにした。 

平成 年度　事業報告
公益財団法人　日本教材文化研究財団
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　  これからの時代に求められる資質・能力を育成するための社会科学習指導の研究
　　 －社会科リテラシーの系統的育成－ （ 年計画の 年次）
　　 中教審答申における資質・能力や見方・考え方の概念とリテラシーとの関係について議論

を深め、一定の共通理解を得た。
　　 地理・歴史・公民の各分野（科目）で特定の主題を取り上げ、リテラシーの育成を可能に

する授業構成や学習指導・評価のあり方について事例研究（ケース・スタディ）を行い、
それぞれのデータを明示した。

　  これからの時代に求められる資質・能力を育成するための幼児教育指導の研究 （ 年計画の 年次）
　　  年次の事例を通して創造性の過程について、特定の活動や素材、或いは時期について深

め、創造性の質や多面性を保育者、クラス、園、園での研修という水準で検討を行った。
　　 特に幼児期固有の遊びの創造性を、子どものタイプや状況に応じてキーワードを選びなが

ら、事例を通して検討を行った。
　　 創造性を育む保育のデザインの原理を導出し、研究外の方とも参加しやすい報告書をまと

めるとともに、その最後には他園の方も使用できる創造性を育むチェックシートや、報告
書の要点をより簡潔に理解できるリーフレットを作成した。

　  これからの時代に求められる資質・能力を育成するための体育科学習指導の研究 （ 年計画の 年次）
　　①教育における現状と課題を洗い出し、新しい学習指導要領が目指すものは何かを明確にし

て、体育科学習指導の課題解決に向けた提言を行った。
　　②アンケートによる、学校教育（小中学校）と幼児教育における指導の実態調査を実施した。
　　③授業の改善を図る指導の授業実践を 本行い、教育現場で実践できる指導法をまとめた。
　　④有効な教材（あるあるダンスシリーズとリズムウォームアップの楽曲・振付）を作成した。

　  教育方法に関する調査研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　調査研究事業を充実させるべく、発表会・研究会等への出席や資料の収集分析を行った。

．普及・公開部門
　  家庭教育の振興・普及
　　　家庭教育の振興・普及のため、「子育て支援教育講演会」を実施するとともに、父母小集会、
子ども会などに講師を派遣して、家庭教育を支援する活動を行った。

　  刊行物の発行と公開
　　『調査研究シリーズ 　これからの時代に求められる資質・能力を育成するための幼児教育
指導の研究』

　　平成 年 月 日
　　『研究紀要 号』
　　平成 年 月 日
　

収　益　事　業
．幼児・小学生・中学生用家庭学習教材『月刊ポピー』の監修
　　家庭学習教材『月刊ポピー』を企画している全日本家庭教育研究会の委託を受け、当初より
この教材の企画開発に携わってきた。また、家庭教育に関する種々の情報提供等の協力も行っ
た。

．算数・数学思考力検定の監修
　　iML国際算数・数学能力検定協会が企画・運営している検定教材「算数・数学思考力検定」
の監修を行った。



　公　益　事　業

 

【 】英語科
　　これからの時代に求められる資質・能力を育成するための英語科学習指導の研究

　　－英語で議論・交渉する力の育成－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 年計画の 年次）

．研究の目的
　　グローバル社会を迎えて、英語能力は基盤となる必須のリテラシーとなった。それはわが国
においても十分認識されており、小学校に教科として英語教育が導入されるなどの対応がなさ
れる。すると、これまで日常生活におけるコミュニケーション能力の育成が中核的な目標であ
った英語教育は、到達すべきゴールを見直す必要に迫られている。
　　これからの時代に求められる資質・能力の中で、英語教育は国語教育とならんで言語能力の
育成がなにより期待されている。これまで、学習指導要領で示されている「コミュニケーショ
ン能力の育成」という目標の到達レベルは学校や教師に任せているため、ゴールが低くなり、
とりわけ指導内容は平易な日常会話となっている。その結果、CEFRなど世界レベルで具体的
な能力レベルに照らすと、きわめて低い結果となっているのが実情である。
　　「話すこと」はその傾向が顕著である。国の英語力調査では、ほとんどの生徒がCEFRのA
レベル（簡単な日常会話レベル）にとどまっている。
　　本研究では、これからの時代に求められる英語力を、特に「話すこと」に焦点を当てて検討し、
その中でもグローバル社会で必須となる英語で議論・交渉する力の指導の在り方を開発するこ
とを目的とした。さらに指導実践においては、改訂された学習指導要領で強調されている主体
的・対話的で深い学びをキーワードとしてできる限り盛り込んだ。

．研究計画と方法
　　 年次は、 年次に議論した「英語で議論する力、交渉する力」を構成する下位の能力等を
整理することから始めた。それを踏まえて、中学校と高等学校において、それらの能力を付け
ることを目指した単元開発を行い、その一部を授業で検証した。具体的には、以下の内容を行
った。
　 英語で議論する力、交渉する力に必要な下位能力や資質を整理する。
　 を基にして英語で討論する力、交渉する力を付けるための単元開発ならびに指導モデルを
作成する。

　 一部の指導モデルを実証し、その妥当性を検討する。
　  年間の研究成果をまとめ、公表する。
　
． 年次の研究成果
　 英語で議論・交渉する力で付けるべき力を構成する下位の能力等の整理
　　改訂された中高の学習指導要領を分析すると、中学校は、即興での応答（Ｂ→Ａ→Ｂ）、内容
を整理した伝え合い（Ａ⇔Ｂ）、伝えた内容についての質問への返答（Ａ→Ｂ→Ａ→Ｂ）、とい
う構造で、議論や討論で使用される基礎となる言語運用能力を育成することになっている。
　　高等学校では、それを踏まえて、論理・表現ⅠからⅢの科目において、交渉についてはⅠ・
Ⅱで詳細な伝え合い、要望の伝達と意向の把握（Ａ⇔Ｂ）、内容を整理した伝え合い（Ａ⇔Ｂ）
と課題解決となっており、いずれも双方向のやりとりとなっている。また議論については、課
題の明確化（Ａ→Ｂ）、　解決策の提案（Ａ⇔Ｂ）、となっており、やりとりされる内容が、課題
解決策など議論に関連するものである。
　　さらに、高等学校学習指導要領で示されている「言語の働き」の中から、議論や交渉に直接
的に必要なものを抜き出すと、説明する、提案する、主張する、質問する、依頼する、説得す
る、理由を述べる、賛否を述べる、諾否を述べるなどがそれにあたる。
 

．調査研究・教材開発部門
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　 単元開発、指導モデルの作成
　　議論や交渉は、話す活動の中でも高次の活動に位置づけられる。したがって、単元開発や指
導モデルの作成には、発達段階や英語の熟達度に応じて広く対応できるよう、指導に つのア
プローチをとることとした。
　　 つは、テーマを設定して直接的に議論や交渉そのものをさせる方法である。トップダウン
型のアプローチと呼ぶことができる。その際でも、発達段階に応じたテーマを設定する必要が
ある。
　　もう つは、組み合わせ型とも呼べるボトムアップ型のアプローチである。議論・交渉にお
いては、上述したように、提案する、主張する、説得する、理由を述べる、賛否を述べる、諾
否を述べる、など多くの機能（働き）を持つ言語使用がなされている。そこで、それらを個別
に指導するところから始めて、徐々にいくつかの働きを共起するように組み合わせていくこと
で、最終的に議論・交渉ができるようにするという考え方である。
　　具体的には、最初の段階で、「主張する」「提案する」などができるように指導する。次の段
階では、「主張して理由を述べる」「提案したことに賛否を述べる」のように、 つの機能を共
起させるように指導する。さらに、「主張して理由を述べ、それに対して賛否を述べ、説得す
る」などさらに発展させていくのである。
　　また、最初に目標を明確にした上で実際にパフォーマンスをさせることから始め、単元が進
むにつれて、自分の行った（場合によっては他の人が行った）パフォーマンスを客体視して問
題点を見つけ、改善するプロセスを踏ませることで、主体的・対話的で深い学びを導けると考
えて単元計画を作成した。

．研究の組織
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分　　　担所　　　属氏　名

研究テーマに関わる理論
研究代表者（研究会の運営・指導・助言）

広島大学教育学研究科　
教授

松浦　伸和

研究テーマに関わる資質・能力の理論愛媛大学教育学部　
教授・副学長

三浦　和尚

研究テーマに関わる学習指導の理論・開発岐阜聖徳学園大学教育学部　
教授

加納　幹雄

研究テーマに関わる学習指導方法の開発・実践広島市立舟入高等学校　
教諭

西　　厳弘

研究テーマに関わる学習指導方法の開発・実践高松市教育委員会　
指導主事

坂本　幸治

研究テーマに関わる学習指導方法の開発・実践尾道市立栗原中学校　
教諭

黒飛　和葉

研究テーマに関わる学習指導方法の開発・実践高知県立春野高等学校　
教諭

中越　和奈

研究テーマに関わる学習指導方法の開発・実践広島県立三原高等学校　
教諭

村田　　修

研究テーマに関わる学習指導の理論・開発
（書記・連絡）

広島大学大学院　
大学院生

入船　弘毅

（平成 年 月現在）



【 】数学科
　　これからの時代に求められる資質・能力を育成するための数学科学習指導の研究

　　－「数学的に考える力」と「思考の習慣」に焦点を当てて－
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 年計画の 年次）

．研究の目的
　　さきに示された改訂学習指導要領では、各教科等で育成すべき資質・能力について、いわゆ
る「 つの柱」の観点から整理された目標・内容が示された。この「育成すべき資質・能力」
という観点から整理された数学科の新しい教育課程は、教科の目標と内容が、教科の本質につ
ながる「数学的な見方・考え方」に基づいて整理されている。これは、新しい時代に必要な資
質・能力の育成を、教科の本質にかかわる見方・考え方を軸に行うという考え方によるもので
ある。
　　本研究は、このような社会の変革に対応する新しい教育課程改善の動向を踏まえながら、中
学校・高等学校の数学科指導において、新しい時代に対応できる資質・能力の育成をいかに図
るべきかを明らかにするために、「数学的に考える力」と「思考の習慣」に着目し、新しい教材
の開発を行うとともに、その教材を用いた授業実践を通して、学習指導と評価のあり方を明ら
かにすることを目的としている。

．研究の方法
　　本研究の第 年次では、数学科において育成すべき資質・能力について、　関連する概念に関
わる先行研究や諸外国の研究動向を分析しながら理論的考察を進めるとともに、そのような資
質・能力を育成するための具体的な教材開発を試みた。その上で、第 年次には、以下のよう
な研究方法でプロジェクトを推進した。
　 数学科における問題発見や問題解決のプロセスとそのサイクルに焦点を当てた教材の開発と
蓄積をさらに行う。その際、ICTの活用を視野に入れる。

　 上記の教材を用いた学習指導と評価のあり方の検証のための授業研究を進め、学習者の実際
の活動の分析及び彼らの認識の変容の分析によって、数学科において育成すべき資質・能力
の指導と評価の研究を進める。

．本年の研究成果
　　本研究では、「数学的に考える力」や「数学的な思考の習慣」、アメリカのCommon Core 
States スタンダードで示された数学的プロセス等の関連概念の検討を行いながら数学科におい
て育成すべき資質・能力概念を理論的に整理し、第 年次には、そのような資質・能力を育成
するための具体的な教材の開発を試みた。　　

　　第 年次には、教材の開発と蓄積をさらに進めるとともに、数学科において育成すべき資
質・能力に焦点化した学習指導・評価モデルについての実践研究を行った。教材の開発は、数
学的に考える資質・能力の育成のために、数学の世界での考察と日常事象の考察のそれぞれに
ついて検討し、その教材を用いた授業モデルを開発した。特に、日常生活の場面にみられる問
題を数学の舞台に載せて課題を見出す過程、及び数学の世界の問題とその解決を振り返り新し
い問題を見出す過程のそれぞれに焦点を当てた。このような教材例には、「影の長さの見え方
の探究」や「薬の服用」、後者については「魔方陣の不思議」や「六角形の周の長さの探究」等
がある。学習指導においては、問題場面から課題を見出す過程、解決した問題を振り返って新
しい課題を見出す活動を促す教授行動を重点化し、数学的活動において多面的な検討を可能に
するグループワークを取り入れることの意義を生徒の学習活動の評価に基づいて明らかにした。
　　研究会は、二ヶ月に 回を基本として研究会を 回開催するとともに、東京学芸大学附属国
際中学教育学校で授業研究会を実施し、教材や授業実践の検討を行った。また、そのために、
研究会のうちの 回は東京近郊での合宿形式で会議をもち、議論を深めた。
　　以上の研究成果と評価問題、授業実践記録とその分析結果については、冊子体の研究報告書
を準備しており、刊行予定である。
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．研究の組織
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分　　　担所　　　属氏　名

研究の統括
（研究会の運営）

筑波大学人間系
教授

清水　美憲

「資質・能力」概念の理論的検討と教材開発東京学芸大学教育学部
教授

西村　圭一

「数学的に考える力」の理論的検討と教材開発
（渉外）

東京学芸大学教育学部
准教授

清野　辰彦

「数学的な思考の習慣」の理論的検討と教材開発
（渉外）

敬愛大学国際学部
専任講師

大塚慎太郎

「オープンエンド問題」の教材開発白鴎大学教育学部
専任講師

榎本　哲士

教材開発とICT活用の検討東京学芸大学附属国際中等教育学校
教諭

高橋　広明

教材開発及び国際バカロレアにおける
評価基準の検討

東京学芸大学附属国際中等教育学校
教諭

本田　千春

教材開発と多面的な評価の検討筑波大学附属駒場中・高等学校
教諭

須藤　雄生

教材開発と学習指導モデルの検討立命館守山高等学校
教諭

奥　　梨名

教材開発と多面的な評価の検討筑波大学附属中学校
教諭

近藤　俊男

海外の研究動向の検討（米国を中心に）筑波大学人間系
特任研究員

花園　隼人

海外の研究動向の検討（オーストラリアを中心に）
書記（研究会の記録）

山形大学地域教育文化学部
講師

平林　真伊

（平成 年 月現在）



【 】国語科
　　これからの時代に求められる資質・能力を育成するための国語科学習指導の研究

　　－「聴いて、考えて、つなげる」国語科の授業づくりー
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 年計画の 年次）

．研究の目的
　　本研究は、次期学習指導要領告示の時期を迎え、これからの時代に求められる資質・能力の
育成に向けての、教科国語としての取組について、実践を通して研究することを目的とする。
　　平成 年 月 日中央教育審議会より出された、「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（以下「中教審
答申」）において、育成すべき資質・能力について、以下のような三つの柱が示されている。
　ⅰ）「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」
　ⅱ）「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力・　判

断力・表現力等」の育成）」
　ⅲ）「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生かそう

とする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」　
　　これらの資質能力を育成するために、子供たちが「どのように学ぶか」という学びの質が重
要であり、そのための授業改善は必須である。学びの質を高めていくためには、教科国語の授
業において、学習活動が言葉による記録、要約、説明、論述、討論等の言語活動を通して「主
体的・対話的で深い学び」いわゆる「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善が重要
である。この言語活動を充実させるために、本研究では「きくこと」に着目した。
　　子供たちが主体的・能動的・協働的に学ぶためには、「あたたかな聴き方・やさしい話し方」
を身に付ける必要がある。「あたたかな聴き方」とは、「相手の話を分かろうとして聴く」とい
う能動的な聴き方であり、「やさしい話し方」とは、「相手に分かってもらおうとして話す」と
いう能動的な話し方である。教科国語の授業において、「あたたかな聴き方」「やさしい話し方」
を通して知識・技能や思考力・判断力・表現力等を育成することにより、受容的・共感的な態
度や他者を尊重する姿勢が育ち、「教室の中に自分の居場所がある」という安心感が生まれ、
「教室」というコミュニティが確立する。そのことが、学びに向かう力や人間力を向上させる
基盤となるのであり、受容・共感・他者の尊重は、まず「きくこと」から始まると考えている
からである。
　　このような学習を成立させるためには、「聴いて、考えて、つなげる」授業づくりが必要であ
る。言い換えれば「きいて（受信して）、考えて（思考して）、表現する（発信する）」ことを
軸に授業改善を図ることである。そのためには、子供たちに「きく」ことを鍛えること、きい
たことを考えなければならないような「学習の場」を創り出すこと、子供たちが「考える」こ
とを支え、促すような発問・指示をすること、単に前の発言をつなげるのではなく、「自分が考
えたこと」「内容」を説明するように指導すること等が重要であると考える。（ここでは、授
業における「きく」活動として、受動的に「聞く」、受信して発信する「訊く」も含め、あえて
「きく」と平仮名で表記している。）
　　以上のような授業改善を実現するため、先行研究を踏まえた理論及び実践を通した方法論の
構築を目指して上記の研究主題を設定し、本研究会を発足させた。

．研究の方法
　　本研究では、現在の我が国の教育を形作る理論を踏まえた上で、中学校・高等学校における
授業実践を通した臨床的な研究を推進することを柱としている。
　　具体的には、教科国語の授業において、「アクティブ・ラーニング」の視点から「あたたかな
聴き方・やさしい話し方」を大切にした、「主体的・対話的で深い学び」を目指した言語活動及
び評価の在り方を研究することを通して、中学校国語科のカリキュラム・マネジメントの在り
方を考察する。
　　さらに、教科国語の授業におけるデジタル教材やICT機器等の活用の可能性についても併せ
て研究していく。

．本年度の研究成果
　  年次の研究成果を踏まえ、「中教審答申」や「次期学習指導要領」等を精査しながら、教科
国語において育成すべき資質・能力の具体的な姿及びその評価について考察した。
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　  年次に引き続き、「アクティブ・ラーニング」の視点から、「あたたかな聴き方・やさしい
話し方」を大切にした単元を、授業実践を通して開発した。　

　 本研究会の研究成果や、次期学習指導要領の考え方・ねらいを、多くの教育関係者と共有し
ていくために、教育講演会を企画・運営した。

　 各メンバーの授業実践において用いられたデジタル教材やICT機器等の活用について、その
効果や可能性について協議をした。

　　これら、 年間の研究の成果をまとめた研究報告書を作成する。

．研究の組織　…　研究会の名称は「ＴＭの会」（ＴＭ＝teaching method） 
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分　　　担所　　　属氏　名

研究テーマに関わる理論
顧　問（研究会への指導助言）

横浜国立大学教育人間科学部
名誉教授

髙木　展郎

研究テーマに関わる理論
顧　問（研究会への指導助言）

授業改善コーディネーター三浦　修一

研究テーマに関わる理論／
学習指導と評価の開発・実践に対する指導助言

大磯町立大磯中学校
校長

青木　　弘

研究テーマに関わる理論／
学習指導と評価の開発・実践に対する指導助言

横浜市教育委員会事務局教職員人事部教職員育成課
指導主事

三藤　敏樹

研究テーマに関わる理論／
学習指導と評価の開発・実践に対する指導助言

神奈川県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課
教育指導グループ　指導主事

小清水宣雄

研究テーマに関わる理論／
学習指導と評価の開発・実践に対する指導助言

横浜市教育委員会事務局北部学校教育事務所
指導主事

竹下　恭子

研究テーマに関わる理論／
学習指導と評価の開発・実践に対する指導助言

横浜市立万騎が原中学校
副校長

松田　哲治

研究テーマに関わる理論／
学習指導と評価の開発・実践に対する指導助言

横浜隼人中学・高等学校
教頭

南﨑　徳彦

研究テーマに関わる理論／
学習指導と評価の開発・実践に対する指導助言

神奈川県教育委員会教育局　
県央教育事務所　職員課課長補佐

木村信一郎

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践横浜市立東山田中学校
副校長

増田　友昭

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践横浜市立南高等学校
教諭

山内　裕介

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践／
事務局（研究会の運営）

茅ヶ崎市立赤羽根中学校
教諭

荒井　純一

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践神奈川県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課
教育指導グループ　指導主事

田崎　慎悟

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践愛川町立愛川東中学校
教諭

土持　知也

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践三浦市立三崎中学校
教諭

三冨　洋介

研究テーマに関わる学習指導と評価の開発・実践／
総　括（研究会の運営）

愛川町立愛川中原中学校
総括教諭

中村　慎輔

（平成 年 月現在）



【 】理　科
　　これからの時代に求められる資質・能力を育成するための理科学習指導の研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 年計画の 年次）

．研究の目的
　　文部科学省初等中等教育局教育課程課の平成 年 月 日の報告書「育成すべき資質・能力
を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会－論点整理－」によれば、これから
の時代に求められる資質・能力は、おおよそ、 自律的活動、 問題解決、 論理的思考、
コミュニケーション、 クリティカル・シンキングなどである。 年度は、クリティカル・シ
ンキングに焦点を当てて研究した。

　　クリティカル・シンキングは種々の考え方がある。本年度は、理科学習指導過程における①
データから結果の導出場面、あるいは、②問題発見から結論の導出場面に焦点化した。そして、
これらの場面におけるクリティカル・シンキング育成の教師の手立てを明らかにしようとした。

．研究の方法
　　上述の目的を達成するために、問題解決過程におけるクリティカル・シンキングが顕在化し
ている場面、特に、前項の①あるいは②の場面における生徒の実態に焦点化した。
　　次に、その場面で前項の①あるいは②の実態を顕在化した。
　　そして、その実態をもとに、生徒がクリティカル・シンキングを展開していくための教師の
手立てを明らかにした。

．研究成果
　　本年度の成果は、つぎのように整理できた。
　①　①データから結果の導出過程、あるいは、②問題発見から結論の導出過程における生徒の
実態を顕在化したこと。

　②　①と②の場面における生徒がクリティカル・シンキングを展開していくための教師の手立
てを明らかにした。
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．研究の組織 
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分　　　担所　　　属氏　名

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての明確化・総括（研究会の運営）

日本体育大学大学院教育学研究科
研究科長・教授

角屋　重樹

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての明確化・副総括（研究会の運営）

広島大学教育学研究科
准教授

木下　博義

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての実践的な総括（中学校実践者とのリンク）

広島市立井口中学校
校長

松浦　泰博

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化（第 分野担当）

広島市立安佐南中学校
教諭

桂木　浩文

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化（第 分野担当）

熊野町立熊野中学校
教諭

佐伯　貴昭

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化（第 分野担当）

広島市立二葉中学校
教諭

川口　健史

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化（第 分野担当）

広島大学附属福山中・高等学校
副校長

平賀　博之

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化（第 分野担当）

広島県教育委員会
指導主事

玉木　昌知

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化（第 分野担当）

広島市教育センター
主任指導主事

野上　真二

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化（第 分野担当）

広島市立牛田中学校
教諭

蕨迫　竜太

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化（第 分野担当）

広島県立広島中学校・高等学校
教諭

小坂　弘尚

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化についての校正等（運営事務）

日本体育大学大学院教育学研究科
助教

雲財　　寛

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化についての校正等（運営事務）

広島大学教育学研究科
大学院生

山崎　直人

クリティカル・シンキングを育成するための手立
ての具体化についての校正等（運営事務）

広島大学教育学研究科大学院生
（広島大学附属東雲小学校教諭）

中山　貴司

（平成 年 月現在）



【 】社会科
　　これからの時代に求められる資質・能力を育成するための社会科学習指導の研究

　　－社会科リテラシーの系統的育成－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 年計画の 年次）

．研究の目的
　　 ・ 年改訂の新学習指導要領は、それが実施される今後十年ほどの社会と子どもの姿を
想定して、従前のコンテンツベースからコンピテンシーベースへと、その性格を大きく転換す
ることになった。OECD加盟の先進諸国の動向を見る限り、中長期的にこの改革の方向性を否
定することはできないだろう。ただし、コンピテンシーと総称される資質・能力の重要性は認
めるとしても、その系統的育成の理論と方法については不明な点が多い。例えば、 （ ）
年の教育課程の改訂で導入された「総合的な学習の時間」は、日本版コンピテンシーともいう
べき「生きる力」の育成を目指したが、必ずしも十分な成果をあげていない状況にある。
　　このことは、コンピテンシーを「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう
力・人間性」といった学力の要素に分類したり、アクティブ・ラーニングなどの学習活動を例
示したりするだけでは、学校の教育課程は成り立たないことを示唆している。つまり、何らか
の教育内容に基づく学習の系統性が不可欠であり、教科・科目固有のリテラシー－新学習指導
要領の「見方・考え方」はその一部をなす－と、汎用的なコンピテンシーをつなぐカリキュラ
ムの開発が必要になってくるのである。
　　また、高等学校の地理歴史科では「歴史総合」と「地理総合」、公民科では「公共」が必履修
科目として新設されることになった。当然のことながら、これら新科目でも生徒の主体的な学
習参加を促すアクティブ・ラーニングの実施が期待されている。以上を総合すると、これから
の時代に求められる資質・能力につながる社会科（地理歴史科・公民科を含む広義の社会系教
科を指す）リテラシーを分野・科目毎に特定し、中学校社会科と高等学校の地理歴史科・公民
科におけるその系統的育成の手立てを明らかにすることは、喫緊の課題といえるだろう。そこ
で、標記の題目で研究を進めることにした。

．研究の方法
　　大きく以下の役割分担に従い、報告書の作成を意識しつつ実質的な研究を行うこととした。
　　まず、大学に所属する者は、内外の先行授業・評価実践から、地理・歴史・公民のリテラシ
ーの指導と評価に関する事例を収集し、それらの分析を通して理論の抽出を図る。
　　また、中学校・高校に所属する者は、各自の分担する学習指導・評価事例について実践し、
授業データを提供する。
　　次いで、年に ないし 回の会合を開催して、メンバー全員で実践データについて分析・議
論し、学習指導原理の妥当性を検証するとともにモデル化を図る。また、見方・考え方とリテ
ラシーの関連と異同についても明確化する。
　　最後に、研究成果報告書の全体構成について議論し、各自の研究成果をまとめて執筆する。

．研究の成果
　　本年度は、 月・ 月・ 月・ 月・ 月と、計 回の研究会を開催し、研究の進捗状況に
ついて話し合い、情報を交換した。特に 月の最終回は奈良県にて泊を伴う研究会を実施し、
議論を深めることができた。主な成果をまとめると、以下の二点になる。
　　第一に、中教審答申における資質・能力や見方・考え方の概念とリテラシーとの関係につい
て議論を深め、一定の共通理解を得たことである。すなわち、「見方・考え方」とは、各教科の
特質に応じて物事を捉える視点や方法（どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思
考していくか）を意味し、資質・能力の三つの柱によって支えられた「見方・考え方」が、習
得・活用・探究という学びの過程の中で働くことを通じて、資質・能力がさらに伸ばされたり、
新たな資質・能力が育まれたりし、それによって「見方・考え方」が更に豊かになるという相
互の関係にあるとされている。その点で、「見方・考え方」はリテラシーと近似する概念である
が、前者が学習目標に向けて内容知と方法知を統括するツールであるのに対し、後者のリテラ
シーは一定の主題について「見方・考え方」を働かせて思考・判断・表現した結果、身に付け
る具体的かつ構造的な内容知・方法知の総体を意味するのである。つまり、見方・考え方は対
象を捉える枠組みであり、リテラシーは枠組みのみならず、枠組みで捉えた中身（実体）をも
指すということができる。
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　　第二に、地理・歴史・公民の各分野（科目）で特定の主題を取り上げ、リテラシーの育成を
可能にする授業構成や学習指導・評価のあり方について事例研究（ケース・スタディ）を行い、そ
れぞれのデータを明示したことである。理論的にはまだ不十分な面もあることを認めざるを得
ないが、実践を経たデータとしての意義は大きいと考えている。詳細は報告書に示した。

．研究の組織 
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分　　　担所　　　属氏　名

・歴史的リテラシーの系統的育成の理論
・研究会の運営

兵庫教育大学
名誉教授

原田　智仁

・社会科リテラシーの評価の理論
・研究会の運営補助

大阪教育大学教育学部
教授

峯　　明秀

・地理的リテラシーの系統的育成の理論
・研究会の記録補助

四天王寺大学教育学部
教授

中本　和彦

・公民的リテラシーの系統的育成の理論
・研究会の記録

和歌山大学教育学部
准教授

岩野　清美

・中学校地理のリテラシーの指導と評価大阪市立茨田北中学校
教諭

田中　大雅

・中学校歴史のリテラシーの指導と評価和歌山大学教育学部附属中学校
教諭

山口　康平

・中学校公民のリテラシーの指導と評価阪南市立鳥取東中学校
教諭

西田　義彦

・高等学校地理のリテラシーの指導と評価神戸大学附属中等教育学校
教諭

高木　　優

・高等学校歴史のリテラシーの指導と評価同志社香里中学校・高等学校
教諭

虫本　隆一

・高等学校公民のリテラシーの指導と評価兵庫県立有馬高等学校
教諭

杉山　正人

（平成 年 月現在）



【 】保　育
　　これからの時代に求められる資質・能力を育成するための幼児教育指導の研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 年計画の 年次）

．研究の目的
　　本研究の目的は、保育・幼児教育の質を高めるために、日々の実践の中で創造性を培う幼児
教育・保育のプロセスや保育環境について、年齢や期における違いを意識して各園の実践事例
をもとに検討をしていくことである。
　　OECD プロジェクトにおいても、子どもたちが社会人になる 年頃の不確実な時代に
おける、子どもたちに必要な資質の一つに「創造性」を挙げている。現在、OECDは創造性を
はかるテスト等も考案検討している（田熊・秋田， ）。乳幼児期においては、子どもはさま
ざまなひと・モノ・こととふれあう中で、着想を得て、遊びや暮らしを通して、その子なりの、
あるいはその子たちなりの発想で新たなものやことを創りだしている。そうした中に創造性が
発揮されている。現在幼児期の教育を始めそれ以降の学校教育においても、アクティブ・ラー
ニングのキーワードとして自立、協働、創造性が挙げられてきている（「初等中等教育におけ
る教育課程の基準等の在り方について」諮問文書（平成 年 月 日）趣旨内文言に記載）。今
回は、アートをはじめとする表現も含め、創りだす過程とそれを支える支援のあり方、そして
その積み重ねによって創造性が育つとはどのようなプロセスかについて、保育者の具体的なか
かわりや素材、環境のあり方を通して検討をしていく。第 年次の実践報告をさらに積み上げ、
第 年次にはさらに事例を重ね、知見を深めた考察を行っていく予定である。
　　本研究会では、保育所や幼稚園、認定こども園という制度的な枠を超え、また保育者と幼児
教育研究者だけではなく、アートを専門とする研究者にも加わっていただき、日々の保育の中
で創造性を高めていくための工夫や、保育者と子ども、子どもと子ども同士の関わりの過程、
個人だけではなく協働で主体的に創造していくための設定条件などを、創造性をめぐる近年の
議論などもふまえて実践研究において明らかにする。またその研究成果は、他園や家庭にも活
用可能な保育環境・保育材の事例を記したブックレットとして、研究期間の中で、研究参加者
間で創造的なアーテイファクトを協働して生み出すことに取り組む。第 年次には、このブッ
クレット作成を射程にいれた議論を行っていく予定である。

．研究の方法
　　研究のあり方やそれぞれの役割などは、一昨年度までのプロジェクト「子どもの挑戦的意欲
を育てる保育環境・保育材のあり方」に引き続き、ご参加いただく実践園の先生方に創造に関
わる実践事例や子どもの創造過程のエピソードなどを毎回ご報告いただき、討議を通して、年
間の期や年齢変化も含めて議論を行った。前プロジェクトで取り上げた「挑戦」と今期プロジ
ェクトで議論を行っている「創造」の相違などもふまえ、一人一人の子どもの独自なあり方や
着想を認めていかす保育のあり方を検討していく。

． 年次の研究の成果
　　 年次には 年次の成果を踏まえ以下の 点を実施した。
　  年次の事例を通して創造性の過程について、特定の活動や素材、或いは時期について深め、
創造性の質や多面性を保育者、クラス、園、園での研修という水準で検討を行った。

　 特に幼児期固有の遊びの創造性を、子どものタイプや状況に応じてキーワードを選びながら、
事例を通して検討を行った。

　 創造性を育む保育のデザインの原理を導出し、研究外の方とも参加しやすい報告書をまとめ
るとともに、その最後には他園の方も使用できる創造性を育むチェックシート、またさらに、
報告書の要点をより簡潔に理解していただけるリーフレットを作成した。
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．研究の組織 
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分　　　担所　　　属氏　名

研究代表者
（研究主題全体に係る総括・運営）

東京大学大学院教育学研究科
教授

秋田喜代美

研究テーマに係る理論や先行研究等総括東京家政大学子ども学部
准教授

野口　隆子

研究テーマに係る実践事例と実践研究
実務補助

白梅学園大学子ども学部
専任講師

宮田まり子

アートの観点からの理論や事例に基づく実践研究東京藝術大学美術学部
非常勤講師

伊藤　史子

研究テーマに係る実践事例と実践研究宮前幼稚園（私幼）
園長

亀ヶ谷忠宏

研究テーマに係る実践事例と実践研究前東京都教職員研修センター　
授業力向上課研修研究支援専門員

大竹　節子

研究テーマに係る実践事例と実践研究品川区大井保育園（公保）
園長

石井　　雅

研究テーマに係る実践事例と実践研究の
報告書執筆

あゆのこ保育園（私保）
副園長

福田奈美恵

研究テーマに係る実践事例と実践研究文京区立本駒込幼稚園（公幼）
副園長

和島千佳子

研究テーマに係る実践事例と実践研究武蔵野東第一・第二幼稚園（私幼）
園長

加藤　篤彦

研究テーマに係る実践事例と実践研究
実務補助

東京大学大学院博士修士課程
院生

堀田由加里

（平成 年 月現在）



【 】体育科
　　これからの時代に求められる資質・能力を育成するための体育科学習指導の研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 年計画の 年次）

．研究の目的
　　これからの時代に求められる資質・能力を明かにした上で、自らの思いを豊かに表現する身
体活動に焦点を当てて教材開発をし、学校教育の指導の充実に寄与するとともに、家庭教育に
も役立つものを構築する。体育科の身体活動をベースとして研究することを通して、運動能力
向上のみならず、豊かなコミュニケーション能力や、主体的に学ぼうとする意欲の向上を図る。
　①これからの時代に求められる資質・能力とは何かを体育科を通して明らかにし、心身共に健
康維持に努め、自己実現しながら生きる子どもの育成を目指す。

　②これからの時代に求められる資質・能力を育成する体育科学習指導に有効な教材（主に主体
的な学習へ導入する教材）を開発する。

．研究の方法　
　・文科省方針や諸文献等を通して、これからの時代に求められる資質・能力に迫る。
　・幼児期・学齢期における子どもたちの身体活動の授業記録や行動観察を通して、課題を把握
する。

　・保育士、教員へのアンケート調査を実施し、指導の実際を把握する。
　・課題解決に向けた有効な教材開発と実証授業を行う。
　・教材のＣＤ・ＤＶＤを制作する。（ 年目）
　・本研究会としての提言をまとめ、開発した教材の活用法を広める。

．研究の成果
　　小学校を中心に授業の実態を見つめ直していくと、準備運動と称する学習場面で、教師主導
型が大半を占めている現状が改めて浮かび上がってきた。形式的で受け身的な準備運動を、子
どもたちの意欲を喚起するものへと創意工夫することが、これからの時代に求められる資質・
能力を育成するものと考え、研究を進めた。

　①体育科学習指導の課題解決に向けた提言
　　教育における現状と課題を洗い出し、新しい学習指導要領が目指すものは何かを、明確にし
た。そして、体育科の課題を解決する指導法はどのようなものかを提言するに至った。

　②アンケートによる実態調査の実施
　　学校教育（小学校・中学校）と、幼児教育における指導の実態を調査した。課題として浮か
び上がった導入段階の指導に焦点を当てて、アンケート調査を行い、準備運動の実施の実態や、
指導者の考え方を把握することができた。それによって、準備運動が形式的に行われているこ
とや、準備運動が本時の学習と密接につながっていないことが多いことが再認識された。本時
の学習を活性化する有効な時間となるよう、準備運動の内容や指導法を開発することが必要で
あることがわかった。

　③有効な指導の実証授業
　　授業の改善を図る指導の授業実践を 本行った。主に準備運動の場面に焦点を当てて「新聞
紙」というものをいろいろに見立てて活用した事例、ウォームアップゲームや、伝承遊びや歌
あそびを活用した事例、本研究会オリジナルの楽曲を使用した事例など、すぐに教育現場で実
践できる指導法をまとめることができた。

　④有効な教材の開発（ＣＤ、ＤＶＤの作成）
　　「音楽」に着目し、準備運動に使える楽曲を考案し、オリジナルの楽曲を制作した。多様な
動きを引き出す「あるあるダンスシリーズ」と、自然に体が弾み出し、感性が豊かになる「リ
ズムウォームアップ」と題した楽曲集をＣＤと、ＤＶＤに収めた。
　　 作の楽曲を創作したが、より良いものを求めて模索の連続であった。これらは、小中学生
はもちろんのこと、幼児から大学生まで有効活用できることが授業を通して実証された。子ど
もたちの動きを引き出し、一人一人の感性に働きかけるものである。教師側が求めている動き
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が必然的に引き出されるような仕掛けをほどこした。自ずと、体育館などの学びの場とのかか
わり、友だちとのかかわりが生まれるよう工夫した。
　　これらの楽曲は、家庭における親子のかかわりを深めることに活用することが期待できる。

．研究の組織 
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分　　　担所　　　属氏　名

これからの時代に求められる資質・能力の明確化
＜総括　研究会運営＞

東海大学体育学部
教授

中村なおみ

これからの時代に求められる資質・能力の明確化
＜副総括　研究会運営＞

日本体育大学児童スポーツ教育学部
教授

笠井里津子

これからの時代に求められる資質・能力の明確化
＜研究内容のまとめ＞

東京学芸大学教育学部
准教授

鈴木　直樹

これからの時代に求められる資質・能力の明確化
＜研究内容のまとめ＞

横浜国立大学教育人間科学部
教授

梅澤　秋久

これからの時代に求められる資質・能力の実践化
＜幼児の部担当＞

秋草学園短期大学
准教授

塩崎みづほ

これからの時代に求められる資質・能力の具体化
＜幼児の部担当＞

ひまわり幼稚園
教頭

奥村　直子

これからの時代に求められる資質・能力の実践化
＜小学校の部担当＞

中野区立江原小学校
教諭

花坂　未来

これからの時代に求められる資質・能力の具体化
＜小学校の部担当＞

お茶の水女子大学附属小学校
主幹教諭

栗原　知子

これからの時代に求められる資質・能力の具体化
＜小学校の部担当＞

練馬区立石神井小学校
教諭

野村　　徹

これからの時代に求められる資質・能力の実践化
＜研究会運営・事務＞

国分寺市立第七小学校
元校長

長津　　芳

（平成 年 月現在）



【 】教育方法に関する調査研究
　　平成 年度からの「調査研究事業」をより一層充実させるべく、全国教育研究所連盟・関東
地区教育研究所連盟・民間教育研究所連盟の研究発表会をはじめ、各種の研究会に出席し、教
育方法に関する資料を収集分析し、以て学校教育・家庭教育・社会教育上の資とした。 
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公　益　事　業 

 　

【 】家庭教育の振興・普及
　　家庭教育を支える環境が大きく変化している中で、当公益財団では平成 年度から「家庭教
育確立運動」を重点項目として位置付け、取り組んできた。平成 年度もこれまでと同様に重
点項目として、「家庭教育の確立運動」を実施し、以下の事業を展開をした。

　子育て支援教育講演会、保護者の小集会・セミナー、子どもたちの集会などへの講師の派遣

　今後も、タイムリーな調査活動を含め、「家庭教育確立運動」を重点事業の一つとして、継続
していく予定である。

【 】研究成果の公開
．『研究紀要』第 号の発行
　『研究紀要 号』は、『「主体的・対話的で深い学び」の学習指導の改善と充実』というテー
マで、特集Ⅰでは、英語科、算数・数学科、国語科、理科、社会科の専門の先生方に、特集Ⅱ
では『特別の教科　道徳のあるべき姿』を道徳科に精通された先生方に論じていただいた。特
集Ⅲでは、家庭教育に直接携わっておられる全日本家庭教育研究会教育対話主事の先生、支部
長、教育モニターの方々にご寄稿をお願いし、いずれも貴重なご意見とご提言をいただいた。
　（Ｂ 版　 ページ　 部　平成 年 月発行）

．『調査研究シリーズ』 の発行　　　
　 ・ 年度の『これからの時代に求められる資質・能力を育成するための幼児教育指導の研
究』の報告書
　（冊子： ページ、 部　要約版： ページ、 部　平成 年 月発行）

．ホームページによる研究公開
当財団　http://www.jfecr.or.jp/
民間教育研究所連盟　http://minkyouren.jp/
 

．普及・公開部門
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　収　益　事　業 

【 】幼児・小学生・中学生用家庭学習教材『月刊ポピー』の監修
　　当財団は、学校教育・社会教育及び家庭教育における教育方法に関する調査研究を行うこと
を通してわが国の教育の振興に寄与することを目的として、 年以上にわたり活動を続けてき
た。
　　家庭学習教材『月刊ポピー』を企画している全日本家庭教育研究会の委託を受け、この教材
の企画開発に携わってきた。また、家庭教育に関する種々の情報提供等の協力も行ってきた。
　　上記のことは、当財団が持つ家庭教育のノウハウを『月刊ポピー』として具現化し、わが国
の家庭教育の振興に寄与せんがためである。
　　なお、全日本家庭教育研究会は、家庭学習教材『月刊ポピー』を企画するとともに、子育て
支援等家庭教育振興のための諸活動を行っている。

【 】算数・数学思考力検定の監修
　　iML国際算数・数学能力検定協会が企画・運営している検定教材「算数・数学思考力検定」
は、単に知識・技能を習得しているかだけでなく、今の数学に求められている読解力や活用力
などの考える力を含んだ広い意味での数学の学力レベルを示すことにより、考えることと数学
学習への取組の励ましを目的としている。
　　本検定教材の企画・品質の監修を行うことを通して、わが国の算数・数学の学校教育・社会
教育及び家庭教育の振興に寄与するものである。
　　なお、iML国際算数・数学能力検定協会は、（株）好学出版によって運営されている団体であ
る。
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