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自教科と他教科が協力した教育活動に関する研究
―X県の公立高校における教科間のつながりを視点として―

静岡県立浜松工業高等学校　佐藤弘人

【キーワード】教科間を越えた協力，教員間のつながり，校内研修，教科等横断的学習

1　問題の所在
教科等横断的学習の充実は，近年の学校教育において，重要なテーマの1つである。『高等学校

学習指導要領（平成30年告示）解説　総則編』を紐解いてみると，「第1節　2（4）各学校における
カリキュラム・マネジメントの推進」において，学習の基盤となり，現代的な諸課題に対応して
求められる資質・能力の育成に向けた1つの方策として，これが掲げられている。加えていえば，
2015年8月の「教育課程企画特別部会　論点整理」では，「カリキュラム・マネジメント」につい
ては，教科等の縦割りや学年を越えて，学校全体として取り組むことができるように，学校の組
織，運営の見直しを図る必要があるとも指摘されている。
複数の教科・科目の知識・技能等を教科横断的・総合的に組み合わせることとして，総合的な
学習の時間や学校設定科目による教科横断的な教育活動が研究・開発されている。田村（2016）は
「系統的・横断的な学習の実現のためには，学年組織や教科組織を越えた教師間の情報共有や調整，
カリキュラムの共同開発などが不可欠となる」（1）と述べている。しかしながら，高等学校では特有
の困難さが想定される。たとえば，川口（2010）による論考では，「小・中学校に比して高等学校に
は特有の難しさ」があるとして，その要因を「教科を中心とする専門性の高さゆえにセクショナリ
ズム（教科の壁）に陥りやすいこと」（2）をあげている。高等学校においては，教科主義が色濃く，教員
同士が互いに立ち入ることが難しいため，自教科と他教科が連携する壁の高さが懸念されうる。
では，いかにして，高等学校において，自教科と他教科が協力した教科等横断的な学習を構築

しうるのか。これが本研究の出発点となる問いである。この問いに対して，先行研究では教科等
横断的な学習が学校組織的に枠づけられた形の実践が着手されている。しかし，この種の教育活
動からは，教員の「やらされ感」が懸念される。そこで，教員の主体的な意思による実践の検討
が求められるが，これを扱った研究は見当たらない。そこで本研究では，組織的に開発された連
携ではなく，普段の教育活動の中で自教科と他教科が協力した実践を見ていくこととする。
また，筆者が調査した結果，教科を越えた実践は非常に少なく，インタビューでも「教科間の

協力は難しい」と答える教員が複数いた。一方，校内研修をとおして教員間に簡単な会話が生ま
れる環境を作り，その結果教科間で協力する教員が増えていった学校の事例も確認できた。した
がって，協力を促進している校内研修の実践についても調査し，その実態についても明らかにす
る。以上の作業は，教科間等の内容事項について，相互の関連付けや横断を図る手立て及び体制
整備に示唆的な知見を提供すると考えられよう。

2　研究の目的と課題・方法
（1）研究の目的
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本研究の目的は，X県の公立高校における教科間のつながりをとおして，教科を越えた協力の
実践と教員同士のつながりを促す手立ての実態を明らかにすることで，自教科と他教科が協力し
た教育活動の在り方を考察することである。
（2）研究の課題・方法
本研究の目的を達成するため，4段階で研究課題を設定する。第1段階は，普段の会話の中で教
科を越えて協力が見られる内容と，教科を越えた取り組みが行われている実践を把握する。そこ
で，X県の公立高等学校へアンケート調査を実施し，協力が見られる内容と公開授業の日数，他
教科の授業を参観する割合を調査する。さらに，インタビューの対象者を紹介してもらうために，
教科の壁を越えた取り組みを行っている教科や，他教科の教員から教材研究などの協力を得てい
る教員の情報を得る。アンケート調査の対象者は，Ｘ県のすべての公立高等学校の管理職または
教務課長，研修主任など各校1名である。95校に依頼し，77校（定時制の課程，通信制の課程を合わ
せると82職員室）から回答を得た。
第2段階は，普段の教育活動の中で自教科と他教科が協力した実践にはどのようなものがある

かを把握する。そして，教員がなぜ協力を得ようとするのかを明らかにする。そこでインタビュ
ー調査により，他教科の教員から協力が得られた教員の実践例を収集する。調査の対象者は，8

校17名の教員である。
第3段階は，教員同士が協力するためには，職員室が気軽に話し合える環境であることが必要

である。そこで，アンケートにより情報を得た，教員同士のつながりを誘導する校内研修を実施
している学校を調査し，その実践を把握する。インタビューは，公式な研修であれば研修主任を，
非公式な研修であればその代表者を対象に調査を行う。調査の対象者は，6校7名の教員である。
第4段階は，インタビュー調査のデータを手がかりに，自教科と他教科との間に協力が生まれ

る要因を明らかにする。次に，教員同士のつながりを誘導する校内研修の共通点を分析するため，
研修モデルを作成する。この2つの作業から，自教科と他教科の協力を促す組織モデルについて
考察する。

3　教科の壁を越えた実践
（1）教科を越えた連携の現状
普段の会話の中で教科を越えて協力が見られる内容と，教科

を越えた協力の事例の2点について調査した結果をまとめた。X

県の82校の公立高等学校のアンケート結果からは，同じ教科
の教員同士で協力する場面は見られるが，異なる教員同士での
協力はあまり見られないという現状が明らかになった。さらに
他教科の授業を参観している様子が「よく見られる」または「見られる」と回答した学校が54校
であった。その54校の中で，異なる教科の教員同士で「授業内容について」の話題が見られる学
校が17校，「効果的な指導方法について」の話題が見られる学校が21校という結果が得られた。
（2）教科内容でつながる事例
次に，インタビュー調査で語られた，他教科の教員から協力が得られた教員の実践例と協力を
求める理由を以下に示す。
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【ケース1】公民―数学（支払準備率の公式と等比数列），商業（マーケティングと国際金融）
地歴公民科のA教諭は，教科書に出てくる公式の導き方について，数学の教員に解説を求めた。

公民の「信用創造」の単元で，支払準備率を求める公式を導く過程に数学Ⅲの「無限等比級数」
が用いられる。A教諭は職員室で数学の教員からの解説を受け，内容を理解した上で授業にのぞ
んだ。また，商業の「マーケティング」の分野と公民の「国際金融」の分野では重なっている部
分が多い。そのため商業科の教員に，授業の時に説明をどのようにするかという点と，どのよう
な問い方をするのかという点を確認した。A教諭はアクティブラーニング型授業を実践している
ため，授業の中で生徒が教科を越えた学びを必要としたため協力を求めた。
【ケース2】現代社会―数学（複利計算と対数）
数学科の B教諭は現代社会の教員から依頼され，複利計算の元金と利率から所定年後の満期金
額を，数学の分野である対数を用いて求める場面で，現代社会の授業中に担当教員に変わり授業
を行った。授業内容が重なる部分であることから，他教科の教員に協力を求めた。
【ケース3】英語―数学（二進法）
英語科の C教諭は，長文読解の教材研究をするときに，インターネットを使って調べるだけで

なく，他教科の教員に協力を求めている。マヤ文明が扱われた長文の中に，マヤ数字は二進法で
あるという内容が出てきた。この「二進法」について数学科の教員に解説を求め，内容を理解し
た上で授業にのぞんだ。教材の中に，他教科の専門性の高い内容が出てきたため協力を求めた。
【ケース4】家庭科―工業科（教具の作成）
家庭科のD教諭は，体験的な授業のための教材研究をしていたところ「ペットボトルで繊維を
作る」装置に興味を持ち，電気科の教員に創作できないか相談をした。すると，年配の教員が装
置を製作してくれることになった。この装置は，繊維の分野や環境の分野の授業で活用され，身
近なものから洋服が作られていることを印象づけることに大いに役立った。この実践は，生徒が
授業内容に興味を持つ教材作りをするときに，他教科の教員に協力を求めた事例である。

4　教員間のつながりを生み出す校内研修
3（2）では，インタビュー調査により，教科を越えて協力を得た実践事例を紹介した。しかし，

3（1）で示したとおり，このような実践を行っている教員は少ない。インタビューでも他教科の教
員には「話しかけづらい」という語りがあった。そこで，協力が得られる前提として，教員間の
つながりを構築し教員同士が気軽に声を掛け合えるような環境作りが必要であると考えた。アン
ケート調査において，教科を越えた協力を紹介してもらう質問の回答として，教科間の協力や教
員間のつながりが生まれる要因となった校内研修についての記述があったため，該当校にインタ
ビュー調査を行った。以下，それらの実践を紹介していく。
（1）教育評価の研修から教員間のつながりを構築した J高校

J高校では近隣の進学校との差別化として「授業の J高」を掲げ，授業改善に挑むことになった。
方法は，教育評価の仕方を変え，観点別や思考力を評価するためのルーブリック評価の研究をす
ることにより，思考力育成型の授業に改善するものである。
推進組織として，各教科（国語，地歴公民，数学，理科，英語，保健体育）から代表者1名が選出さ

れ，学びの研究会 SAP（サイエンス・アドバンス・プロジェクト）が組織された。SAPのメンバーは，
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週1回集まり，思考力育成型授業の実践について教科を越えて情報交換を行う。J高校では，SAP
のほか，参加型研修による教員研修や教員研修の内容を踏まえた公開授業研究会を実践すること
で，思考力育成型授業への改善を全教員に広げている。この研修は，教科内にコミュニティを形
成することも意図されている。その様子を，以下に述べ図1に示す。
①　校内研修①のテーマを「教育評価とは？」とし，アカデミックな内容については指導主事か
ら講義を受ける。研修担当の E教諭は参加型研修を組み入れ，全教員がアクティブに参加する
ようにしている。内容は講義で示された評価の3つの場面（目的）「診断的評価」「形成的評価」
「総括的評価」について，教科ごとに分かれて現在行われている実践について，ワークショッ
プが行われた。

②　公開授業Ⅰのテーマを「ルーブリックを用いた学力評価」とし，校内研修①で学んだことを
実践に用いるものにした。SAPのメンバーは教員研修後，ルーブリックを用いた学力評価を実
践し，毎週行われる研究会で情報交換をした。そして，SAPによる公開授業が行われた。授業
後の公開授業研究会では，全教員による協議が行われた。
③　校内研修③のテーマは「思考力が育つ授業とは？」とし，ルーブリックを用いた評価につい
て研究している E教諭が講師を務め，校内研修①同様ワークショップも行われた。研修は8月
上旬に行われたが，全教員に夏休みの課題として「思考力を評価する授業」づくりが課され，9

月前半の公開授業週間で，全教員による実践が行われることになった。
先進的に研究を進めている SAPのメンバーは，教科内の教員から質問を受け，ここに教科内

のコミュニティが形成されていくことになる。
④　校内研修④では「ルーブリックとは？」というテーマで指導主事から，校内研修⑤では「J高
校の生徒につけたい力とは？」をテーマに「講演＋
参加型研修」が行われ，その実践として公開授業Ⅲ
において「生徒の学びの変容を見る授業」をテーマ
として，  6教科12名の教員による研究授業が行われ
た。

⑤　校内研修⑥では「公開授業Ⅲの研究協議」が行わ
れ，教科内のコミュニティを深める研修が行われた。
J高校では，「思考力育成型授業」「ルーブリックを用

いた評価」という共通言語（3）のもと，外部の支援をう
まく取り入れながら，かつ参加型研修スタイルを導入することで職員研修に関わる状況を作り上
げている。さらに，職員研修と公開授業研究会を1セットとすることや，研究授業の実践者を
SAPメンバー→全教員→各教科代表者2名として，研修の核となる SAPのメンバーと教員との間
につながりを生み出すようにすることなど工夫されている。この実践は，自教科と他教科の教員
が直接協力するのではなく，教科内にコミュニティをつくるものである。E教諭は，SAPをとお
して「学校のいろんなところにコミュニティをつくっていって，全体としてみると，学校みんな
で共有ビジョンで授業改革しているとか，授業評価をやっている」というような集団を作ればよ
いと語っている。この実践は，各教科で形成されたコミュニティにより共通の研修が進められ，
SAPをとおして全教員につながりをもたらす事例である。

図1　教科内にコミュニティが形成される研修の流れ
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（2）3つの取り組みから，教員間のつながりを構築した K高校
I　アクティブラーニング研修による教員間のつながり

K高校では2016年（平成28年）度から市立5校の合同研修である，アクティブラーニング研修が
始まった。アクティブラーニング型授業の研究は，授業形態や授業技術，また課題の出し方とい
った指導方法についての研究であるため，教科の壁を越えて授業検討ができる仕組みが整えられ
た。それが，以下の4つである。
①　研究ユニットの結成

研究ユニットで，授業案の作成，授業公開，評価の検討等を実施する。ユニットメンバーは
これらの検討事項を教科に持ち帰り，授業改善を広める役割を果たす。

②　公開授業
年2回実施される。ユニットメンバーが公開授業を行い，全教員が授業を参観し事後検討会

にも参加する。全教科を2回に分けて公開するため，他教科の授業を参観する機会が意図的に
作られている。

③　アクティブラーニング型授業のための共通課題
2017年度の第2回公開授業では，授業者全員が「学びのデザインシート」あるいは「ルーブ

リック評価シート」を作成し，授業を行うことを共通課題とした。これにより，アクティブラ
ーニングを意識した授業形態や授業技術の研究が，全教員に広まった。

④　市立高校5校による合同研修
年1回の合同研究会と各校1回から2回の公開授業参観により学校を越えて情報の共有が行

われ，お互いに刺激を与え合いながら，授業改善を進めている。
K高校の教員は，「発問の仕方」「時間設定」「個で取り組む場面，集団で取り組む場面での子ど

もの動き」「1時間の中の生徒の成長」という観点で
授業を見るため，教科を越えた授業検討が可能とな
っている。このように，アクティブラーニングの授
業形態や授業技術の研究といった共通言語と，研究
ユニットによるアクティブラーニングの推進，さら
にユニットメンバーによる公開授業と市立5校によ
る合同研修により，教科を越えた授業改善が実施さ
れている。（図2）

II　SSH事業の実践の中で構築される教員間のつながり
K高校では2018年（平成30年）度からの第2期 SSHに向け，3つの事業の開発を申請し採用され

た。それは，従来理数科で実施してきた課題研究の深化をはかること，探究活動をする中で生徒
たちの力がどのように伸びたかを測るためのアセスメント開発，理数科だけで実施してきた学校
設定科目「SS探究」の全生徒による履修の3つである。この事業においても，教科の壁を越えて
協力が広がる仕組みが整えられた。それが，以下の3つである。
①　専門外のゼミを担当

1年生は，10の課題からゼミのテーマを設定する。各クラス10班に分かれるが，探究の時間
はテーマごとに指定された教室に移動して活動が行われる。ゼミの担当は学年部で割り振られ

図2　K高校の教科の壁を越えた研修モデル
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るが，教員配置は専門分野とは別のテーマをもつことになる。このため，学年団で話し合いな
がらゼミを運営することになるため，教員間に協力体制が生み出されている。

②　探究授業の連絡事項は担任会で
SS探究の事前の打ち合わせは，担任会で行っている。したがって担任は，副担任に連絡事項

を伝えることになる。探究授業は全教員が関わるため，副担任は担任から報告や連絡を受けな
ければいけない。ここでも，教員同士が必然的に連絡を取り合う仕組みが作られている。

③　評価項目を共有した評価の研究
K高校では，「同じ評価項目を共有し評価をすることは，カリキュラム・マネジメントの根幹

となる」として，アセスメントの開発をしている。科学的リテラシーの6項目を立て，解決困
難な課題に立ち向かう力として4項目を立て評価
をする。この4項目それぞれに設定されている4
つの評価事項をチェックリストに記入していくこ
とになるが，この研究には全教員が携わっている。
K高校は，アセスメントの評価項目といった共通

言語と，専門外のゼミを担当すること，さらに，連
絡事項の伝達による担任と副担任の連携を図ること
により，教員間の協力を広げている。（図3）

Ⅲ　カリキュラム・デザイン策定の過程で，教員同士がつながる共通言語を作る
K高校では，2016年（平成28年）度に，今後求められる教育改革の対応と学校を取りまく環境の
変化への対応について議論された。そこで，職員研修が4回行われた。この研修に至った経緯は
以下のとおりである。
①　校長が，教育改革へ対応することが求められ教育ニーズの多様化が進む中で，K高校は教職
員の共通認識が薄く，価値判断の基準となるものがないという問題意識をもつ。
②　解決策として，持続可能な学校活性の方向性を打ち出す対応が必要であると考える。
③　全教員の共通認識とするため，生徒につけさせたい能力は何かと，カリキュラムの運用は
どうあるべきかの2点について，職員研修により議論をする。

このように，校長が抱いていた課題を他の管理職や研修課と話し合い職員研修で議論されるこ
ととなった。以下，1年目（2016年度）の職員研修の流れを述べる。
①　職員研修で，「持続可能な学校活性を可能にするために必要なことは何か」を議論
「育てたい資質・能力（生徒像）」と「課題意識とカリキュラムのあり方」の2点について共有
が十分ではないという問題点が出た。解決策として共通の言語をもつこと，ゴールイメージを
共有することが出された。

②　現状を共有するため，「K高校の強みと抱えている課題は何か」をまとめる
全教員に付箋を8枚ずつ配布し，強みと弱みをそれぞれ4つずつ記入してもらい回収した。

③　K高校で育てたい資質・能力の設定
「K高校が共有すべきミッション（生徒に身につけさせたい力）は何か」については，全教員から
出された強みと弱みが書かれた付箋を KJ法によりまとめた。この作業は，研修課，教務主任
のほか有志メンバーが集まり，ワーキンググループを作って放課後に行われた。このグループ

図3　教員間の協力を広げる K高校の研修モデル
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ワークにより，生徒に身につけさせたい資質・能力が「自主性」「視野の広さ」「自己有用感」の
3つに定められた。

④　K高校のカリキュラム・デザインのゴールイメージを全教員で確認
⑤　3つの資質・能力へのアプローチプランの議論
職員研修において，「どのようにしたら3つの資質・能力を育むことができるのか」と「現在

どのような取り組みをしているか」の2つの問いについて議論された。1班を4～5名の構成と
し，3つの資質・能力×「授業」「特別活動等」「部活動」の9班に分かれ，円卓シートで話し合
いを行った。その後，ワールドカフェ方式で移動しながら，教科を越えて議論が進められた。
2年目（2017年度）には前年度に立てたプランを実行する「3つの資質・能力へのアプローチ」が

テーマとなった。ここでは，年間を見通して3つの資質・能力とゴールイメージを関連付ける単
元計画や活動計画を立てることと，PDCAサイクルの実践が行われた。この研修により，1年目
に全職員で考えた全体目標と，2年目の個人目標がつなげられた。また，教員による学校経営構
想評価と，学校評議員による評価コメントの分析をし，職員研修において改善点についての検討
が行われた。

3年目（2018年度）は，全体目標と個人目標の間にある，グループ目標についての研修が行われ
た。K高校のグループ目標をまとめる冊子「指導の重点と取り組み」にも，3つの資質・能力を
反映させた。そして，分掌，学年，教科，特別活動等，部活動において3つの資質・能力を踏ま
えた，具体的方策，活動の具体，具体的な評価方法を示すことで，全体目標とグループ目標がつ
ながることとなった。

K高校の課題は，持続可能な学校活性の方向性を策定することであった。持続を可能にするた
めにはトップダウンでは浸透しないと考えられ，校長のリーダーシップのもと全教員のボトムア
ップにより3つの資質・能力やゴールイメージといった共通言語が定められた。その後，個人目
標とグループ目標，学校経営目標につながりができ，評価をしてその改善点から目標を立てると
いった PDCAサイクルが継続してできるようなシステムが構築された。
（3）ユニットメンバーを変えることで，教員間のつながりを構築する L高校

L高校では，授業改善の取り組みから教科の壁を越えたつな
がりを構築している。ICTを活用したアクティブラーニング型
授業の研修に取り組んでいるが，推進役となる研究ユニットの
メンバー構成に工夫がされている。1年目のメンバーは，ICTを
活用した授業を実践している教員を中心に選出され，2年目の
メンバーは，ICTを活用することが苦手な教員が選ばれ，1年
目のメンバーの支援を受ける形をとった。これにより，研究に
携わる教員が増えていき，教員間の協力も見られるようになっ
ている。（図4）

教員同士が協力するためには，職員室が気軽に話し合える環境であることが必要である。その
環境を作るために，各校に「つながりシステム（4）

」が存在した。体制を大きく変えず，校内研修
により簡単な会話が生まれ，教員間のつながりを誘導している学校を把握した。

図4　L高校のつながりを促すメンバー
交替
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5　自教科と他教科の協力を促す組織モデル
（1）自教科と他教科との間に協力が生まれる要因
インタビュー調査の結果をもとに自教科と他教科との間に協力が生まれる要因を分析すると，5

つに分類できる。1つ目は「授業内容がつながる場面で生まれる協力」である。3（2）のケース1，
ケース2のように自教科と他教科の内容が重なる部分や，ケース3のように自教科に他教科の専
門性が高い内容が出てきたときに，協力が生まれている。

2つ目は「生徒が興味を持つ授業づくりの場面で生まれる協力」である。3（2）のケース4のよ
うな体験型学習の教材作りの場面，教科間のつながりや進度を確認する場面，ICT機器を活用す
る場面で，協力が生まれている。

3つ目は「アクティブラーニング型への授業改善の場面で生まれる協力」である。多くの教科
を学ぶ生徒たちがアクティブに学びはじめると，教科横断的な発想が出てくるため，教員は教科
内容について自教科と他教科の教科内容の重なりやつながりに触れざるを得なくなる。したがっ
て，アクティブラーニングを実践することにより，他教科との協力が生まれている。若手教員で
国語科の F教諭は，一斉講義型の授業に悩んでいたときに，先輩教員で公民科のG教諭から授業
改善の方法を紹介してもらい，以後多くの教員との協力が生まれていった。

4つ目は「職員室の良好な人間関係から生まれる協力」である。インタビュー調査の中で，教
科間のつながりを阻害するものとして，「職員室ではなく，教科準備室にほとんどの教員がいるた
め，異なる教科の教員同士で話す様子は見られない。」という語りがあった。このように多くの
高校では，教科を越えたつながりは見られない。しかし，調査を進める中で，教員同士の協力が
見られる学校には職員室内に良好な人間関係があることが感じられた。たとえばM高校には誰に
でも相談できる雰囲気がある。国語科のH教諭と公民科の I教諭は，担任の業務である進路指導
や学級運営についての情報交換により良好な人間関係が築かれ，その延長として教科指導に関す
る協力が生まれていった。M高校の職員室には「雑談の延長の協力」が生み出される文化が存在
していた。

5つ目は「教員の不安感から生まれる協力」である。4（2）の K高校は全ての教員が関わり合う
仕組みが作られてきたが，この取り組みが始まった当時には教員に不安感があった。それは，
①　授業改善としてアクティブラーニングの授業を行うことに対する不安
②　高大接続，新テストの導入，社会に開かれた教育課程など教育改革に関してはじめて耳に
するワードに対する不安

③　この先10年で生徒が減少し続けることによる定員割れの不安
④　教員の構成の変化により共通認識が得られなくなることに対する不安

の4点である。教育改革や授業改善，生徒減少による定員割れの不安や危機感からも，協力体制
が生まれてきたのではないかというコメントを得られた。
一方，アンケート調査の結果によると，他教科の授業参観が見られる54校のうち，教科内容に

ついての会話が見られないと回答した学校が37校，指導方法についての会話が見られないと回答
した学校が33校と自教科と他教科の協力が見られる学校は少ない。インタビュー調査によると，
高校において自教科と他教科の協力を阻害する要因は，教科の専門性により教員がその内容を理
解できないかもしれないという不安感，教えるためにはしっかりと理解しなければいけないとい
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う責任感，他教科の内容を教えてもよいのかという悩み，そもそも教員が必要性を感じていない
という点，忙しそうで声をかけづらいという5つの要因があげられた。
では，学校全体で，教員同士が教科指導において共通の話題となるものは何か。それは，教員

同士のつながりが見られる J高校の「教育評価による授業改善」，K高校の「アクティブラーニン
グ研修」，L高校の「ICTを活用した授業改善」に共通する，指導方法の改善についてである。し
たがって，これまで他教科の授業参観をしている学校は，指導方法をテーマにした研修をするこ
とで，教科間のつながりが創出できると考えられる。
（2）全教員がつながるための共通言語と研修スタイル

J高校，K高校，L高校は，自教科と他教科のつながりを，指導方法によって全教員が関わる研
修を可能にしていた。この3校の研修スタイルは，教員間のつながりが継続していくように工夫
されている。

K高校では，アクティブラーニング研修において，各教科から2名ずつ選出された研究ユニッ
トのメンバーが検討事項や連絡事項を教科の教員に連絡している。また，探究授業において専門
外の分野のゼミを担当することにより，学年団で相談しながら運営することを促している。さら
に，SS探究の打ち合わせは担任会で行うが，連絡事項は担任から副担任に伝える形をとっている
ため，ここでも教員同士のつながりが生まれている。一斉に連絡した方が効率よく抜け漏れがな
いという考え方もあるだろうが，あえて手間をかけた伝達手段をとることで教員同士のつながり
を創出させている。

J高校では研修テーマ「思考力育成型授業」の推進組織の SAPにおいて，各教科1名，合計6名
で構成されるコミュニティが作られた。そして，全教員を対象にした校内研修と公開授業研究会
一体型の研修が継続的に行われた。第2回目の公開授業研究会では，全教員による研究授業が実
施されたため，教員は同じ教科の SAPメンバーの支援を受けながら授業づくりを行った。校内研
修においては，講義だけでなく教科ごとにグループワークをする場面が作られ，SAPのメンバー
を中心に議論が繰り広げられる中で，教科単位のコミュニティが形成されていった。J高校の研
修では，学校の色々なところにコミュニティが作られていき，全体としてみると，学校全体で共
有ビジョンを持ちながら研修テーマに取り組むような集団がつくり出されている。

L高校では，研修テーマ「ICTを活用したアクティブラーニング型授業の開発」の研究ユニッ
トを交替することにより，旧ユニットと新ユニットの間に協力体制が構築されている。1年目は
各教科からエキスパート的な教員が選出されたが，2年目は裾野を広げるために，ICT活用が苦
手である教員が選ばれている。これにより，得意な教員が苦手な教員を支援し，研修を経験した
教員が2年目，3年目の教員を支援するという協力体制がつくられた。
また，3校とも全教員が共有ビジョンを持ちながら研修を進めていくための，共通言語をもっ

ている。
〈3校の共通言語〉

K高校：アクティブラーニング研修
・アクティブラーニング　　・学びのデザインシート　　・ルーブリックを用いた評価
K高校：探究授業「SS探究」
・科学的リテラシーの6項目
・解決困難な課題に立ち向かう力　4つの評価項目×4つの評価事項
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さらに，3校とも外部からの支援または外部との連携を研修の中に組み入れている。
〈3校の外部からの支援・外部との連携〉

3校の実践から，教員間のつながり作りの3つの要因は，共通言語を立て，外部からの支援を
取り入れながら，継続可能なつながりシステムを構築することであることが示された。
（3）自教科と他教科の協力を促す組織モデルの検討
教員同士のつながりを作りだすためには3つの要因が必要であることが明らかになった。最後

に，自教科と他教科の協力を促す組織モデルを考えたい。
これまで，全教員の協力を可能にしているのは指導方法であることを述べてきた。しかも，生

徒に身につけさせたい資質・能力をテーマにすれば，アクティブラーニング型授業につながり，
「問いの立て方」「時間設定」「生徒の動き」「評価方法」などが教科を越えた共通の言語となる。
次に，教科内容についてのつながりについて考察する。教科の壁を越えた協力の阻害要因とし

て，難しそうであること，教科を越えて教えてよいのか分からないこと，他教科の内容まできち
んと理解しなければいけないことがあげられた。この点について，アクティブラーニング型授業
を推進している教員は「教えようと思うから不安になるんですよ。教師は教えるもんだという概
念があるから。（略）教員がファシリテーターになるんです。コーディネーターと言い換えても良
いけど。つないであげるんです。」と語った。教員はつなぎ役（ファシリテーター）になればよいと
いうこの語りは，教科の壁を越えた協力のヒントとなる。
これからの時代を生きていく人間を育てるためには，アクティブラーニング型授業で資質・能

力を育てていく必要があると言われている。学びがアクテ
ィブになれば，多くの教科を学んでいる生徒は授業中に教
科の壁を越えてくる。教員はこのような状況に対応するた
めにも，自教科と他教科のつなぎ役になれば良いという意
識をもつことが必要である。自教科と他教科を気軽につな
げるための組織づくりと意識づくりにより，教科間の協力
は広がっていくと考えられる。（図5）

【注】
（1）田村知子（2016）「カリキュラム・マネジメント入門」『月刊高校教育』5月号，学事出版，p27
（2）川口有美子（2010）「高等学校における学校改革の困難性と克服要因に関する一考察」日本高校教育学会編
『高校教育学会年報』第17号，p49
（3）J高校では教育評価を「共通ビジョン」，K高校では3つの資質・能力とアセスメント等を「共通の言語」と
して研修が進められており，教員が協力して研修に取り組むためのキーワードとなっている。これらを本研
究では，「共通言語」と呼ぶことにする。

（4）教員間のつながりを促す体制や伝達方法を，本研究では「つながりシステム」と呼ぶことにする。

K高校：市立高校5校との合同研修　　　J高校：指導主事
L高校：大学教授3名，市立高校5校との合同研修

J高校：教育評価による授業改善
・思考力育成型授業　　・ルーブリック評価
L高校：アクティブラーニング研修
・L高型アクティブラーニング　　・ICTの活用　　・「個→協働→個」の授業づくり

図5　自教科と他教科の協力を促す組織モデル


