
 

本県の 「学びの変革」 に向けて 

広島県教育委員会 
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http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/manandeyokatta.html


【１】 

  私たちが文明を手にしてから２００３年までに蓄積された情報量と 

   同じ量の情報が，今ではたった     で生み出される。                          

                         （グーグルのＣＥＯ，エリック・シュミット） 

【２】 

   いま大学に入学した学生が，大学１年生で習うことの約    割 

   は，彼が大学３年生になったときには既に陳腐化しているだろう。                          

                            （動画「Did you know?」より） 

【３】 

  今後１０～２０年程度で，約     ％の仕事が自動化され，ＡⅠ  

   （人工知能） に雇用を奪われるだろう。 

（英オックスフォード大学マイケル・Ａ・オズボーン准教授の研究） 

２０１６．２．２６ 

２日 

４７ 
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Quizzes 

５ 



あと１０～２０年でなくなる職業・残る職業 （松尾豊「人工知能は人間を超えるか」より） 

10～20年後まで残る職業トップ25 10～20年後になくなる職業トップ25 

レクリエーション療法士 
整備・設置・修理の第一線監督者 
危機管理責任者 
メンタルヘルス・薬物関連ソーシャルワーカー 
聴覚訓練士 
作業療法士 
歯科矯正士・義歯技工士 
医療ソーシャルワーカー 
口腔外科医 
消防・防災の第一線監督者 
栄養士 
宿泊施設の支配人 
振付師 
セールスエンジニア 
内科医・外科医 
教育コーディネーター 
心理学者 
警察・刑事の第一線監督者 
歯科医 
小学校教師 
医学者（疫学者を除く） 
小中学校の教育管理者 
足病医 
臨床心理士・カウンセラー・SC 
メンタルヘルスカウンセラー 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
   6 
   7 
   8 
   9 
  10 
  11 
  12 
  13 
  14 
  15 
  16 
  17 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 

テレマーケター 
不動産登記の審査・調査 
手縫いの仕立て屋 
コンピュータを使ったデータの収集・加工・分析 
保険業者 
時計修理工 
貨物取扱人 
税務申告代行人 
フィルム写真の現像技術者 
銀行の新規口座開設担当者 
図書館司書の補助員 
データ入力作業員 
時計の組み立て・調整工 
保険金請求・保険契約代行者 
証券会社の一般事務員 
受注係 
融資担当者（住宅・教育・自動車など） 
自動車保険鑑定人 
スポーツの審判員 
銀行の窓口係 
金属・木材・ゴムのエッチング・彫刻業者 
包装機・充填機のオペレーター 
調達係（購入アシスタント） 
荷物の発送・受取係 

金属・プラスティック加工用プライス盤・平削り盤
のオペレーター 



これからの社会をたくましく生きるために 

 ◆ 学校で学んだ知識・技能を単純に適用する 
      だけでは解決できない課題が増加 
 
          「答えのない課題」，「答えが１つではない課題」 ・・・         
 
 ◆ 知識・技能が急速に更新 
 
     一つの考えから，多様な考えへ  

変化の激しいこれからの社会 

2015.11  Hiroshima Prefectural Board of Education 
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これからの社会をたくましく生きるために必要なスキル  ６Ｃs 

 ◆ 他者と協働してお互いの強みを生かす 
 
 
 ◆ 他者の意見もしっかり聞き，その上で，自己の考えを 
   相手にしっかりと伝える 
  
             
 ◆ 必要な知識を学ぶ 
 
 
 ◆ 多くの情報の中から科学的根拠に基づき正しい情報を 
   選び判断する 
 
 
 ◆ 創造性を発揮し最善の解決法を編み出す 
 
 
 ◆ 失敗を恐れず，失敗しても諦めず粘り強く取り組む 
  

2015.11  Hiroshima Prefectural Board of Education 
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（コラボレーション Collaboration） 

（コミュニケーション  Communication） 

（コンテンツ   Content） 

（クリティカルシンキング  Critical thinking） 

（クリエイティブイノベーション  Creative innovation） 

（コンフィデンス  Confidence） 



本県が目指す 広島版「学びの変革」 

2015.11  Hiroshima Prefectural Board of Education 
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「何を知っているか」を重視した  

知識ベースの学び 

  
   知識を活用して， 
 様々な人々と協働しながら， 
 解決策を見出し行動できる力 の育成を図る 

 

主 体 的 な 学 び 



 

主 体 的 な 学 び 

受動的な学び 能動的な学び 

教師基点の学び 学習者基点の学び 

浅い学び 深い学び 

2016.2  Hiroshima Prefectural Board of Education - Learning Innovation Promotion Division 
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本県が目指す 広島版「学びの変革」 



広島版「学びの変革」アクション・プラン 

2015.11  Hiroshima Prefectural Board of Education 

課題発見・解決学習の推進

 コンピテンシーの育成に効果の高い「主体的な学び」を促進するため，総合的な学習の
時間をはじめ，各教科等の学習において， 「課題発見・解決学習」を推進する

施策２

異文化間協働活動の推進

 これからの社会で活躍するためのベースとなるグローバル・マインドや実践的なコミュニ
ケーション能力の育成に向けて，小学校段階からの系統的な「異文化間協働活動」を推
進する

施策３

教員の採用育成方針の整備

 コンピテンシーの育成を目指した教育の実践に向けて，教員の採用育成方針の抜本的
な見直しを行う

施策５

 社会が求めるニーズに応じた厚みのある多様な人材層の形成に向けて，県立学校の

体制整備を早急に進める

施策４ 厚みのある多様な人材層の形成に向けた学校の体制整備

 これからの社会で活躍するために必要な資質・能力（コンピテンシー）の育成を目指した
教育活動を実践するための評価指標を開発し，教職員や児童生徒の間で目標の共有
化を図る

施策１ 育成すべき人材像の具体化

県全体の機運醸成

県民総ぐるみで児童生徒や学校の新たな挑戦を応援していくため，県全体の機運醸
成を図る

施策６

○小・中・高等学校においてモデル校を指定し，
実践事例の研究開発
（平成30年度を目途に全県展開）

など

○グローバルキャンプなど「異文化間協働活動」
を行う学校の支援体制の整備
（「異文化間協働活動コーディネーター」の育成･配置の検討）

○高校生の海外留学，姉妹校交流の更なる促進
など

○中核教員研修や海外長期派遣研修の実施
○広島版「教員養成塾」の実施検討

など

○広島県教育フォーラムの開催
（児童生徒の「課題発見･解決学習」の成果発表，高校生グ
ローバルサミットなど）

○学校の取組を支援する基金の設置
など

＜ 主な取組例 ＞

○県内各地域のｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ育成教育の拠点となる
併設型中高一貫教育校の設置

○複数の専門学科からなる専門高校の設置
○従来の定時制・通信制課程の枠組みに捉われな
い学校（フレキシブルスクール[仮称]）の設置

○地域の医療や教育を支える人材を育成する学校
の整備（医師・教員類型の設置）

○グローバルリーダー育成校［仮称］の設置検討

8 
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課題発見・解決学習とは 

  新しいことを学ぶとは（今井むつみ 「学びとは何か」Ｐ23抜粋）  

    人は，何か新しいことを学ぼうとする時には必ず，様々な経験  
  を積む中で培ってきた知識を使う。そういった既に持っている 
  知識が使えない状況では，理解が難しく，したがって記憶もで 
  きない。新しいことを学ぶとは，既に持っている知識を駆使し 
  て新しいものが何なのかを推論し，理解し，新しい知識として 
  記憶していくこと。 

  課題発見・解決学習とは 
 

    身近な地域の課題から地球規模の課題まで，様々な課題を，子 
  供たちが様々な経験の中で獲得した知識を駆使し，また，イン 
  ターネットなどを利用して集めた情報などを使って，最善の解 
  決策を推論し，実践する中で，新たな知識を習得できるように 
  する学習。さらには，子供たちがその新たな学びからもっと学 
  んでみようと自ら更なる学びを追及していくように導く学習。 



学習指導要領改訂の方向性 （概要） 

  

 主体的・対話的で深い学び 
     （アクティブ・ラーニング） 

 の視点からの学習過程の改善 

 
 主体的な学び 

深い学び 

対話的な学び 

どのように学ぶか（方法） 

・生きて働く知識･技能の
習得など 

・質の高い理解を図るため
の学習過程の質的改善 

 新しい時代に必要となる資質･能力 

 を踏まえた教科・科目等の新設や 

 目標･内容の見直し       

何を学ぶか（内容） 

・小学校の外国語教育の教科化，高校の新科目
「公共」の新設など 

・学習内容の削減は行わない 

 
新しい時代に必要となる資質・能力の育成と学習評価の充実 

   

何ができるようになるか（目標） 

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 

生きて働く知識・技能の習得 

学びを人生や社会に生かそうとする 

学びに向かう力・人間性の涵養 

社会に開かれた教育課程 
各学校における「カリキュラム・マネジメント」の実現 
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広島版 「学びの変革」 によって 
 
     児童・生徒は変わってきています 
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広島版「学びの変革」の実践 



小・中 学 校 で は 
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26年度 27年度 28年度 29年度 

平均正答率 

（％） 

小 学 校 
小学校 国語Ｂ 広島県 

小学校 国語Ｂ 全国 

小学校 算数Ｂ 広島県 

小学校 算数Ｂ 全国 

30

40

50

60

70

80

26年度 27年度 28年度 29年度 

平均正答率 

（％） 

中 学 校 中学校 国語Ｂ 広島県 

中学校 国語Ｂ 全国 

中学校 数学Ｂ 広島県 

中学校 数学Ｂ 全国 

                   

         （活用） Ｂ問題 
  

全国学力・学習状況調査 

広島県の平均正答率は， 

中学校の数学を除いて 

全国平均よりも高い 



小・中 学 校 で は 

 子供たちは．．． 
  ○ 自分の考え，目標，夢を，自分の言葉で語れる子が増えた。 
  ○ 意欲の向上や粘り強く考える子供たちの姿が見られるようになった。 
  
 先生は．．． 
  ○ 世代を超え，様々な視点で子供たちの学びについて議論を行う姿が見られるようになった。 
  ○ 教科の本質を考え，迫ろうとする姿が見られ，授業のスタイルも変化してきた。 

現れてきた変化 
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    〔児童生徒質問紙〕  
 学級の友達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深めたり，広げたりすることができていると思いますか。   

小・中学校ともに， 

全国より広島県の方が

高い 全国学力・学習状況調査 



高 等 学 校 で は 

２０１６．２．２６ 

５教科６科目型 （800点満点） 

0 500 1,000 1,500 2,000

平成29年 

平成28年 

平成27年 

1,721 

1,409 

1,384 

■ 全国平均点以上の得点者数 

   ＜広島県立高校・全日制＞ 

■ 650点 （800点満点） 以上の得点者数 

   ＜広島県立高校・全日制＞ 

広島版 
「学びの変革」 
スタート！ 

過去最高  
（ Ｈ１２調査以降 ） 

５教科６科目型 （800点満点） 

0 50 100 150 200 250

平成29年 

平成28年 

平成27年 

169 

70 

94 

40 

14 

21 

650～699点 

700点以上 115 

84 

209 

広島版 
「学びの変革」 
スタート！ 

難関大学を目指すレベルの
生徒も大幅増  
（ Ｈ２３調査以降最高 ） 
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大学入試センター試験 



高 等 学 校 で は 

 生徒から．．． 
   授業で自分の考えを述べる機会が増えているので，面接でも物怖じせずに発言できた。 
 

 ＪＳＴ（就職支援教員）から．．． 
   企業分析を行い，職場で活躍するために必要な力は何か，を考える生徒が増えている。 
 

 企業から．．． 
   面接時に，自分の考えを自信をもって述べる生徒が増えている。 
   入社後，指示待ちをする生徒が減っている。    

現れてきた変化 

平成28年5月「キャリア教育推進に向けた経済産業省の取組み」から 

  
 ■ 周囲を巻き込み，チームで協働すること  
 ■ 変化に対応し，挑戦し，学び続けること  
 ■ 自分で考え，選択し，行動すること  
 ■ 多様な価値観や文化に対応すること  
 ■ 語学力 （特に英語） を高めること 

 国が示す 「産業人材」 に求められること 

  
 県内製造業 Ａ社  
    自ら考え，自ら判断し， 
            “働く”という覚悟と決意を持つ 
 
  ・ コミュニケーション能力 

  ・ 協調性 （積極的な話し合い，他人への労り） 
  ・ 自立性 （継続的自己啓発，知的好奇心） 
 

企業が求める人材 

就  職  活  動 
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一人一人が自分の役割を持ち，責任を持って取り組む 
 
 

三原特別支援学校 大崎分教室 

特 別 支 援 学 校 で は 

技能検定のスキルを小学生に指導 

 

卒業生は，社会へ出て，  
それぞれの職場等で活躍しています。 

 

学んだことを教えることで， 

 ■  自らのスキルも実践力も高まります。 

 ■  学びが深化し，協働している実感を持つこと 

   ができます。 

地域の高齢者サロンへ出張カフェ 

 有意義な場とするために， 

  ■ 事前に話し合いを重ね，準備をします。 

  ■ それぞれの場面で，臨機応変な対応が 

    求められます。 
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（％） 県内特別支援学校高等部卒業生の就職率 

 

 

 

 

 

 

 

 

   技能検定・・・「清掃」「接客」「ワープロ」「流通・物流」「食品加工」の５分野で実施 



家 庭 で 
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「考える力」を身につける 

             
          例１） 「勉強しなさい！」 と言うことはあっても， 
                 “勉強の仕方” を教えることは・・・，あまりない。 
 
          例２） 「テストがあるから覚えておきなさい！」 と言うことはあっても， 
                 “覚え方” を教えることは・・・，あまりない。  

保護者から 
子供たちへ 

 すると 

 考え方がわからないと，「考える」ようにはならない  

 そこで 

 ところで 

  お子さんは，基礎問題はできますが，応用問題が弱いようです。 
  「考える力」が足りないので，家庭でも「考える」習慣をつけてください。 

先生から 
保護者へ 

学校の面談で 

 しかし 

  「考える」 とは，どういうことなのか？ 



18 

「考える力」を身につける 

「考える」が始まる３つのアプローチ   （石田勝紀 『「考える力がない子」を変える３つの問いかけ』） 

 
 「○○とは，どういうことかな？」 
   と問いかけ，“自分の言葉”で説明を求めると，「考える」 ことを始める。 

 自分の言葉で説明させる（What） 

 
 「△△は，どうしてだと思う？」 
   と問いかけると，なぜそうなんだろうと，「考える」 ことを始める。 

 疑問を持たせる （Why） 

 
 「□□するには，どうしたらいいと思う？」 
   と質問すると，知識や経験等を使って，「考える」 ことを始める。 

 手段や方法を尋ねる （How） 

「考える」ことができるようになるには，問いかけが大切 

※ 学校でも，先生は 「発問」 を大切にしています。  

  「考える」 とは  
    設定した目的に向かって，知識・経験等を用いながら，自らその道筋を組み立てていくこと 



広島版「学びの変革」の実践 

2015.11  Hiroshima Prefectural Board of Education 

Ａ．この後の  
  ・ 広島版「学びの変革」実践事例発表 
  ・ 高等学校授業紹介  
  で御紹介します。 
 

 Ｑ．では，実際の授業はどうなっているの？  

 保護者，地域の皆様 
 
  御自身が児童・生徒だった頃と比較しながら御覧ください。 
 
   ≪昨年度のアンケートから≫ 
     ・ 教育は変化しているのだと実感しました。 
     ・ 私が高校生の頃とかなり変わってきていることを学びました。 
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