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"アクチュアル"――この名称に込めた想い
「アクチュアル（actual）」は，「実際の，現実の」に加えて「今まさに当
面している」という，当事者性を含んだ意味でも用いられます。
探究においては，当事者として・自分ごととして課題に取り組むことが何よ
り重要です。
そこでこうした「自分ごと化」をこの教材で実現してほしい，そんな想いを
込めて"アクチュアル"と名づけました。

2022年4月，大修館書店は
探究教材"アクチュアル"を
リリースします
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「探究」と「ICT活用」が
2022年，本格化します

総合的な探究の時間 生徒1人1台端末整備

文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 総合的な探究の時間編』より

大修館書店｜04

「探究」と「ICT活用」1.



2022年度から高等学校で完全実施（年次進行）
教科横断型の学び

複数の教科・科目等における見方・考え方を総合的・統
合的に働かせて探究する

学びのプロセス
探究の過程（課題の設定→情報の収集→整理・分析→ま
とめ・表現）を発展的に繰り返す

最適解や納得解を見いだす学び
解決の筋道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に対して，最適解や納得解を見い
だす

「総合的な探究の時間」の主な特質

文部科学省『高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 総合的な探究の時間編』をもとに作成
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「探究」と「ICT活用」1.



探究とSTEAM教育
未来の人材を育てる新しい教育として，経済産業省「未
来の教室」では「知る」と「創る」を循環する"学びの
STEAM化"を提唱しています。この「創る」こそ探究に
ほかなりません。

探究と大学入試
総合型選抜・学校推薦型選抜では，高校での探究の成果
に基づく選考だけでなく，入試当日のプレゼンテーショ
ン能力が問われるなど，しばしば探究の経験が合否を左
右します。

「総合的な探究の時間」の活用意義

経済産業省「未来の教室ってなに？」
（https://www.learning-innovation.go.jp/

about/）より
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「探究」と「ICT活用」1.

文部科学省「大学入試選抜関連基礎資料集」より

探究で身につく能力は，社会でも大学でも今後必要不可欠な

力として重視されています。



生徒1人1台端末整備の状況
「GIGAスクール構想」による中学校への端末整備を受けて，

高等学校の1人1台環境実現も急速に動き始めています。

42都道府県が1人1台整備を
目指しています。

42都道府県のうち33都道府県
が，2022年度新1年生の1人1
台整備を予定しています。

文部科学省「高等学校における学習者用コンピュータの整備について（令和３年３月見込み）」より
大修館書店｜07

「探究」と「ICT活用」1.



活動の記録を整理しやすい
考えや情報をデータで蓄積していくと，その後の整理・
分析が容易になります。

発表・表現の力がつく
スライドでも論文でも，端末で発表資料を作成すること
で社会で通用する能力が身につきます。

試行錯誤ができる
考えの整理や発表資料の作成でつまずいたときにも，デ
ータなら何度でも簡単にやり直せます。

学びのポートフォリオが作れる
活動の記録や成果物をデータとして蓄積しポートフォリ
オ化できるので，入試に向けた志望理由書や活動報告書
の作成もスムーズに進められます。

「探究」×「ICT活用」
探究では，教科学習以上にICTを取り入れた学びが効果的な

ものとなります。
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「探究」と「ICT活用」1.
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"アクチュアル"は
こんな学校にオススメします

探究学習もICT活用も推進しなくてはいけない

先生も生徒も探究学習に慣れていない

できるだけ準備をかけずに探究学習を始めたい

生徒に探究学習への関心や意欲を高めてもらいたい

授業でICTをきちんと活用したい

大修館書店｜10

 2. "アクチュアル"の特色



内容見本（一部）

導入となるミニ探究・ミドル探究には，評価規準例付きの授業展開

案を用意。手間なくすぐに探究に取り組めます。

大修館書店｜11

明日から探究が始められる授業展開案
 2. "アクチュアル"の特色

観点別のほか，小項目ごとにも評価

規準例を示しているので，学校の特

性に合わせて使えます。

活動の詳細に加えて，展開ごとに必

要な生徒への声掛け例や活動の要点

を記載しています。

＊開発中のため，内容等は予告なく変更する場合があります。



探究の過程に取り組む前にまず，コツや考え方を身につけるところ

から始める，段階別の教材構成にしました。

教材構成

ミニ探究

ミドル探究

本探究
調べ学習編

本探究
課題研究編

探究のコツを知る
（2～3コマ）

探究の手法を学ぶ
（5～10コマ）

探究の過程を歩む

本格的に探究に取り組む
＊2023年リリース予定

大修館書店｜12

＊開発中のため，内容・時期等は予告なく変更する場合があります。

無理なく進められる段階別の構成
 2. "アクチュアル"の特色

2～3コマの短い単元から始められ

るので，先生方も生徒も探究に少し

ずつ慣れていくことができます。

探究の基礎とも言える調べ学習から

提言・実践へと学びを高度化させて

いく構成にしています。

＊「単元」とは，ミニ探究・ミドル探究の一つ一つの教材を指します。



ミニ探究・ミドル探究の単元
配信設定
ワークシート提出設定
授業展開案・教員用サポート
資料のダウンロード

授業前

単元画面掲示
活動グループ設定

授業中

授業後 ワークシート提出状況管理
振り返りへのコメント
学習状況評価の入力

先生

大修館書店｜13

教材は全て学習管理機能付きのオンラインツールでご提供します。生徒が

ICTを用いる機会を増やすとともに，先生方の業務軽減をサポートします。

オンラインツールで学びをサポート
 2. "アクチュアル"の特色

＊開発中のため，内容等は予告なく変更する場合があります。

生徒
単元画面による活動
ワークシートのダウンロー
ド・作成・提出
グループ単位での活動
振り返りの入力
学習履歴の確認・整理

"アクチュアル"
オンライン画面

探究に関する全ての資料・情報をオ

ンライン画面で一元管理できます。

オンラインなので遠隔授業になって

も学びを止めずに取り組めます。
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大修館書店｜15

１つの単元（教材）を2～3コマで終えら

れるため，探究の導入に最適です。

課題設定の導き方，情報の分析方法など，

探究の過程を歩んでいく上で必要なコツ

を，ポイントを絞って扱っています。

全ての単元にワークシートや授業展開案

（評価規準例付き）を用意しています。

探究のコツを知る

ミニ探究

ポイント

 3. 教材の詳細

単元例 （▶は重視するポイント）

「中学の総合的な学習で何を学んだか」

「名言，格言，キャッチコピーの違いとは」

「ざっくりと，でも緻密に」

「アンケートを作ってみよう」

▶まとめ・表現

▶課題の設定

▶整理・分析

▶情報の収集

現在16単元をご用意。今後さらに

増やしていきます。学校の特性に合

った単元を選んでお使いください。
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5～10コマ程度で取り組める単元を複数用

意しました。

与えられたテーマから，探究の過程を一通

り体験するので，探究の手法を身をもって

学ぶことができます。

全ての単元にワークシート，授業展開案

（評価規準例付き）を用意しています。

探究の手法を学ぶ

ミドル探究

ポイント

 3. 教材の詳細

単元例
「地域のために何ができるか？」

「「古写真」から始まる歴史研究入門」

「被災地を支援する」

現在5単元をご用意。こちらも学校

の特性に合った単元を選んでお使い

いただけます。



大修館書店｜17

探究の過程一つ一つについて，取り組むと

きのポイントを身につけられます。

調べ学習の流れに沿って，事前準備や課題

の設定から，発表・振り返りまで扱ってい

ます。

わかりやすい解説と，解説の理解を深める

活動を盛り込み，生徒自身が主体的に進め

ていける内容構成としています。

探究の過程を歩む

本探究 調べ学習編

ポイント

 3. 教材の詳細

もくじ案
探究の前に【事前学習】

テーマの決め方【課題の設定】

情報の集め方【情報の収集】

情報の整理方法【整理・分析】

情報のまとめ方【まとめ】

発表会と振り返りの方法【表現】

アカデミックライティングの基本【表現】

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

　　　　……など



探究は調べ学習よりも高度な活動ではないのかと思われるかも

しれません。しかし，実際にはいきなり課題を設定して探究を

始めよと言われても，そう簡単にできるものではありません。

探究の課題設定を良質なものとするには，そのテーマに関する知識や体験，そ

して興味・関心が不可欠です。調べ学習によってあるテーマへの理解が深ま

り，興味・関心が沸いてくれば，そのテーマに対する「問い」も生まれやすく

なります。

また，調べ学習でも，探究の過程（課題の設定→情報の収集→整理・分析→ま

とめ・表現）を回していくことになります。生徒とともにこの過程を歩むこと

で，先生方にも指導のノウハウや経験が蓄積されていくのです。
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 3. 教材の詳細

探究でなぜ調べ学習に取り組むのか



社会科学系の調査・提言・実践から，理数

系の実験・分析・考察まで，本格的な探究

を支える教材を用意します。

2023年リリースの予定です。

大修館書店｜19

本格的に探究に取り組む

本探究 課題研究編

 3. 教材の詳細



ミニ探究・ミドル探究の全単元に用意して

います。

各展開で留意すべき点や生徒への声掛け方

法など，授業を進める上で押さえておくべ

きポイントを丁寧に解説しています。

学習目標や評価規準例も，この授業展開案

で明示しています。

PDFデータと，編集可能なWordデータで

ご提供します。（内容は同一です）

ポイント

これさえあれば授業が進められる

授業展開案

 3. 教材の詳細

大修館書店｜20

先生
向け

授業展開案項目例
想定時間（コマ）数

使用ツール・ファイル

関連する教科

学習目標

指導観・生徒観

評価規準例

授業の展開

指示・発問や要点のアドバイス入り



探究のスムーズな展開を実現する

教員用サポート資料

生徒への接し方やファシリテーションのあ

り方，校内体制の作り方といった，探究で

常に課題となるポイントを解説します。

探究の経験が豊富な高校教員が中心となっ

て作成しました。現場の"リアルな"困りご

とへの対応について，事例を交えて解説し

ます。

PDFデータでのご提供となります。

 3. 教材の詳細

大修館書店｜21

ポイント

先生
向け

もくじ案
探究の流れ，プロセスについて

課題の設定・情報の収集等，各ステップでの

指導上の注意点

探究課題の決め方

生徒がつまずくポイントとその乗り越え方

「問題」と「課題」の違いをおさえる

校内体制の作り方

　　　　……など
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先生用画面入り口▶
csvファイルを使って，
生徒の登録やクラスの設
定を一括で行えます。

教員用サポート資料▶
各項目ごとにPDFデータ
をダウンロードすること
ができます。

 4. オンラインツールの詳細

大修館書店｜23

先生用画面①
授業前の準備
事前にクラスごとに単元を設定することで，授業準備の負担が小さくなりま

す。また，授業の展開に必要な資料もすぐに入手できます。

単元設定画面▶
授業で扱うミニ探究・ミ
ドル探究の単元を，クラ
スごとに設定できます。

単元画面▶
ミニ探究・ミドル探究各
単元の授業展開案はここ
から入手できます。

＊開発中のため，内容等は予告なく変更する場合があります。



 4. オンラインツールの詳細

大修館書店｜24

先生用画面②
授業中の展開

グループ設定▶
生徒の活動するグループ
を画面上で簡単に設定で
きます。

先生と生徒が同じ単元画面を見て，その説明に沿って活動に取り組んでいき

ます。また，グループ分けを画面上で設定し，グループごとの活動を確認す

ることができます。

＊開発中のため，内容等は予告なく変更する場合があります。

単元画面▶
授業展開案があるこの画
面に活動内容を示してい
ます。生徒と同じ画面を
見ながら授業を進めてい
くことができます。



 4. オンラインツールの詳細
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提出物確認▶

先生用画面③
授業後の管理

生徒一人一人の提出状況
を確認することができま
す。

振り返り確認▶
生徒が入力した振り返り
の内容を確認できます。
卒業までの入力内容は全
て保存されていきます。

生徒評価▶
評価を画面上で設定でき
るだけでなく，csvファ
イルでダウンロードして
活用できます。

ワークシートの提出有無や振り返りの入力状況を，生徒一人一人について確

認・管理できます。また，評価の設定も画面上で行えるので，探究に関する

生徒の情報が一元的に管理できます。

＊開発中のため，内容等は予告なく変更する場合があります。



 4. オンラインツールの詳細
ICT活用力が身につく

生徒用画面
ワークシートはWordやExcelをダウンロードして作成します。ICT活用力が

身につくことに加え，活動の履歴がデータとして蓄積されていくので，簡単

にポートフォリオ化することができます。
＊WordやExcelはGoogle Workspaceのアプリでも編集可能です（次ページ参照）。

生徒用画面入り口▶
活動状況は自動的に保存
されるため，前時の続き
からすぐに始めることが
できます。

単元画面▶
どういった順で活動を進
めていけばよいか示して
あるので，生徒が主体的
に探究に取り組めます。

提出物送信▶
個人だけでなくグループ
での提出物送信も可能で
す。提出状況をグループ
内で共有もできます。

学習履歴▶
卒業までの活動内容が履
歴として蓄積されていき
ます。

大修館書店｜26＊開発中のため，内容等は予告なく変更する場合があります。



左のファイルはそれぞれ，Google
のドキュメント・スプレッドシー
ト・スライドでも編集できます。
スプレッドシートについては，近
年注目されている共同編集機能を
活用した単元をミドル探究で用意
しています。

探究の記録や成果物の作成はWord・Excel，さらにはPowerPointといった

ファイルで管理します。生徒はファイルをダウンロードしてから作成し，出

来上がったらオンラインツールへアップロードして提出します。

 4. オンラインツールの詳細

ワークシート等について

Word▲
主にワークシート
の作成で活用しま
す。

Excel▲
主にグループ活動
での作業シートと
して活用します。

大修館書店｜27

PowerPoint▲
発表資料のテンプ
レートとして用意
しています。

 Google Workspace  
 for Education での
 利用について
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1単位35コマ，総合的な探究の時間3単位のとき，2年生まで

「単元」とは，ミニ探究・ミドル探究で取り扱っている一つ

単元は，学校の特性に応じて自由に選んでお使いください。

あくまでも標準的なコマ数・単位数に対して"アクチュアル"をどう扱うかの

参考としてご覧ください。

に2単位修得する例を示しています。

一つの教材を指します。ミニ探究の各単元は主に2～3コマ，ミドル探究の

場合は5～10コマ程度必要となります。

大修館書店｜29

 5. カリキュラムパターン

カリキュラムパターンについて
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 5. カリキュラムパターン

ミニ探究から順に
段階を追って進めていくパターンです。2022年度から初めて探究に取り組

む学校に適しています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年生

2年生

ミニ探究
（5~6単元）

ミドル探究
（2~3単元）

本探究 調べ学習編
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 5. カリキュラムパターン

ミニ探究のあと本探究へ
本探究で理論的に学びつつ並行してミドル探究を行い，調べ学習へと進んで

いくパターンです。探究に力を入れている学校に適しています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年生

2年生

本探究 調べ学習編＋ミドル探究
（本探究の解説で探究について学ぶ ＊調べ学習そのものはまだ行わない

／ミドル探究1～2単元）

本探究 調べ学習編
（調べ学習を実践する）

1年生の続き

ミニ探究
（2～3単元）
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 5. カリキュラムパターン

早めに本探究へ
ミニ探究・ミドル探究の単元は厳選して，早々に探究の過程を回していくパター

ンです。中学校で既に探究に取り組んだ生徒の多い学校に適しています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年生

2年生

ミニ探究・ミドル探究
（各1~2単元）

本探究 課題研究編

本探究 調べ学習編

＊課題研究編は2023年リリースの予定です。
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中学校でも使えます
高校は探究のカリキュラムが確立している中高一貫校や，大学の付属校・系属校

などであれば，"アクチュアル"を中学校で扱うことをおすすめします。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

中学2年生

中学3年生

 5. カリキュラムパターン中学
校編

ミニ探究
（5~6単元）

ミドル探究
（2~3単元）

本探究 調べ学習編



「探究」と「ICT活用」

 "アクチュアル"の特色

 教材の詳細

 オンラインツールの詳細

 カリキュラムパターン

 編集委員のご紹介

 価格・動作環境

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

もくじ

大修館書店｜34

ACTUAL
大修館 探究オンライン

アクチュアル
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 6. 編集委員のご紹介

探究の経験豊かな高校教員が中心となって教材を作成しています。現場

の"リアル"な悩みを解決したい，その想いが教材として結実しました。

米田謙三（関西学院千里国際中等部・高等部）【代表】

上山晋平（福山市立福山中・高等学校）

藤原亮治（筑波大学附属坂戸高等学校）

紀平武宏（京都市立堀川高等学校）

蒲生諒太（立命館大学教育開発推進機構・講師）

　　　　　　　　　　  ほか

編集・執筆



「探究」と「ICT活用」

 "アクチュアル"の特色

 教材の詳細

 オンラインツールの詳細

 カリキュラムパターン

 編集委員のご紹介

 価格・動作環境

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

もくじ
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ACTUAL
大修館 探究オンライン

アクチュアル



対応OS・ブラウザ
Windows10 / ChromeOS / iPadOS で動作します。
（ChromeOS・iPadOSは最新版を推奨します。）
ブラウザを使用します。各OSに標準搭載されているMicrosoft
Edge・Google Chrome・Safariの最新版を推奨します。

インターネット環境
ご利用の際にはインターネットへの接続が必要です。
ダウンロードしたファイル（ワークシート等）はオフラインでお
使いいただけます。

シングルサインオン
Googleアカウントによるシングルサインオンに対応しています。

複数端末からのログインについて
1つのIDで複数端末からのログインが可能です。

IDが100以下＝ID1つにつき年間1,100円（税込）
IDが101以上＝個別相談

  ＊生徒用IDを学年単位あるいはコース単位以上で一括導入していた
　  だくことで，先生用画面もお使いいただけます。

価格 

動作環境

 7. 価格・動作環境

（生徒用ID）

大修館書店｜37



お問い合わせ
〒113-8541
東京都文京区湯島2-1-1
TEL（03）3868-2603

開発・運営

【支店】 東京
TEL（03）3934-5110

北海道
TEL（011）685-8439
東北
TEL（022）287-8201
関東
TEL（042）723-8891

東海
TEL（052）792-2911
関西
TEL（072）625-5624
九州
TEL（092）925-2970

販売総代理店

株式会社大修館書店
デジタル事業開発部

株式会社紀伊國屋書店
学校教育ICT推進センター

〒153-8504
東京都目黒区下目黒3-7-10
school@kinokuniya.co.jp

大修館書店 教科書・教材サイト「探究活動」
https://www.taishukan.co.jp/tankyu/



ACTUAL
大修館 探究オンライン

アクチュアル

大修館書店

―探究を真に実りある「自分ごと」とするために―


