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編集の趣旨

特集

新学習指導要領の実施に向けて

令和２年度から小学校で、令和３年度から中学校で、新学習指導要領が全面実施されます。
今回の改訂の基盤となる考え方は、「社会に開かれた教育課程」です。本市では、この理念の実現
に向けた方策として、９年間を見通した小中一貫教育や地域・保護者との連携を重視したコミュニ
ティ・スクール等の取組を進めております。
さらに今回の改訂では、将来の予測が困難な新しい時代を生きる子どもたちに必要な資質・能力が
「生きて働く『知識・技能』の習得」
「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」
「学
んだこと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」の３つの柱に整理さ
れました。この考え方は、「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を
育てることを通して、キャリア発達を促す教育」と定義されるキャリア教育の方向性に沿うものです。
そこで、本特集では、キャリア教育研究の第一人者である筑波大学の藤田晃之教授へのインタビュー
や、Ｑ＆Ａ形式による新学習指導要領の解説、相模原市小中学校の先進的な実践事例を通して、新学
習指導要領に基づく学校教育活動の進め方について取り上げます。

相模原市教育委員会
学校教育部

巻頭言

「明日が楽しみになる力」

部長

教育の新たな目的の１つとして、学習指導要領
の中に「生きる力」が取り上げられるようになっ
てから 15 年以上が過ぎました。
この間、中学校教諭、指導主事、小学校管理職
と様々な立場でこの言葉の実現に向かってきまし
たが、私は「生きる力」が称する知、徳、体の資
質や能力を「明日が楽しみになる力」と置き換え、
教科指導や学級経営、学校運営推進者としての業
務の中で、その在り方を考え実践してきました。
その中でめざした子ども像は「毎日何かを知りた
くて、毎日何かを発見し、いつも気持ちがわくわ
くしている。何気ない日々の中で、自分が今ここ
にいる価値を実感し、明日も明後日もその先も、
ずっとありのままの自分で生きていることが当た
り前でいられる。昨日からわずかに成長した自分
の姿にこっそり気付いたり、誰かが気付き伝えて
くれたりする中で、自分のよさを実感できる。こ
うした日々の中、思い通りに行かない何かに出会っ
た時にも、自分を信じ、自分を支えてくれる仲間
を信じ、前に前に進んでいける」このような力を
身に付けた子どもの姿でした。
具体的な取組としては、教科指導においては、
生徒が分かること、できることとできないこと、
次に挑戦したいことをはっきりと自覚できる授業
づくりを心がけ、学級経営をはじめとする日々の
教育活動においては、真っ直ぐに成長している生
徒、少し道を外してしまっている生徒、少し休憩
をしている生徒、自分の特性に戸惑っている生徒
など、様々な手段で自己を表現する生徒たちに対
し、誰もが持つ、自分の強みをいかして自己実現
を図ることの大切さを、仲間たちや保護者、地域
の方々と共に伝えてきました。
新学習指導要領は、これからの社会を予測困難

細川

恵

な時代であることを明確に示し、いかなる社会構
造となろうとも、学んだことを駆使しながら、他
者と協働し合い、自らの力で人生を切り拓くとと
もに、生涯を通してより良い社会の形成者として
生きようとする力を子どもたちに育むことを、め
ざすものとなりました。
想定外の自然災害、AI の進化に伴う職業の変化、
地域コミュニティの変化、日々進む国際化、グロー
バル化等、複雑化・多様化する社会構造の中にお
いて、全ての子どもたちが「明日が楽しみになる
力」を身に付け、今日も、明日も、明後日も、ずっ
と、共に認め合いながら、現在（いま）と未来（み
らい）の社会を創る、そのような人を育てて行く
ことが求められています。前述した通り、私たち
はこれまでも、仲間や保護者、地域の方々と協力
し合い、教育活動全体を通して、子どもたちの生
きる力を育み、子どもたちを社会に送り出してき
ました。そして、今後は、これまで以上に社会の
変化を敏感に感じ、対応していくことが私たち教
育者には必要です。
加速度的に変化する社会の中に身を置く方々と
めざす子ども像を共有し、ベクトルを揃え協力し
合いながら学校の教育活動そのものを創造し、子
どもたちに、現在と未来を生きるために必要な資
質や能力を育てることで、社会に送り出された子
どもたちは、学校での学びを存分に発揮し、社会
の中で自分らしさをいかし、前向きに生きること
が可能となります。新学習指導要領ではそうした
教育の在り方をめざしています。
新学習指導要領の実施にあたっては、何よりも、
子どもたちを育てる私たち大人自身が「明日が楽
しみになる力」を身に付け、子どもたちの手本に
なれる魅力ある大人でありたいと感じています。



インタビュー

新学習指導要領の改訂のポイント
～キャリア教育の視点から～
今回の改訂のポイントとなるいくつかのキーワードについ
て、キャリア教育研究の第一人者であり、本市キャリア教育
推進委員でもある筑波大学 藤田晃之教授に伺いました。

だのが、今回の改訂だと言えます。

新学習指導要領とキャリア教育

社会に開かれた教育課程とキャリア教育

新学習指導要領におけるキャリア教育の意
義と経緯について教えてください。

新学習指導要領に示された「社会に開かれ
た教育課程」と、キャリア教育との関連性を
教えてください。

今回の学習指導要領の特長としてはじめに挙げ
られることは、総則の前に「前文」が入ったこ
とです。「前文」では、「子どもがこれまでの学び
と将来とのつながりを意識できるように、小学校
であれば幼稚園を踏まえた学び、中学校であれば
小学校を踏まえた学びの上に、そして今後の将来
を見通しながら学んでいく、そのために学習指導
要領を作ったんですよ。」と伝えています。学習
指導要領自体が学びのつながりを強調したわけで
す。その中で、キャリア教育がその実現のために
とても重要な役割を担っていると言えます。
また、学習指導要領の特長の１つである「主体
的・対話的で深い学び」は自らのキャリアとの関
連性に気付きながら「主体的」に学んでいく、と
も捉えることができます。「深い学び」や「見方・
考え方」も、「教科等を学ぶ本質的意義」という
言葉を使いながら、「なぜこの教科を学ぶのか」
に結び付けていく。それから、資質・能力の３つ
の柱の最後の１つ、「学びに向かう力、人間性等」
についても、もともとキャリア教育で大切にして
きたことです。自分とは異なる他者のよさを認め
ながら社会参画する、ということも資質・能力の
１つですから、いろいろな観点で捉えても、キャ
リア教育の果たす役割は大きいな、と感じます。

このキーワードだけを言葉で捉えると、「船頭
多くして船山に登る」というイメージをもたれて
しまいがちですが、よくよく考えれば、小学生は
いつか必ず中学生になり、多くの中学生は高校生
になり、高校生はいつか大学生や社会人になり、
最終的にはこの社会の一員になっていくわけで
す。子どもたちが社会に向かって成長していく時
に、学校が社会から閉じてしまっていては、子ど
もたちの成長を支援しにくい、ということが第１
にあります。
第２に、社会の変化が非常に大きい時に、その
影響が学校に及ぶのに少しタイムラグがありま
すね。その大きな変化の流れを子どもたちに時宜
を逸せず伝えていかないと、その流れに入ってい
こうとする子どもたちにとってデメリットになっ
てしまうのです。社会と共に学校が子どもたちを
育てていく、ということは二重にも三重にも必要
なんですよね。先生方にお願いしたいのは、「先
生方がこれまでご苦労してきた教育活動のサポー
ターが増える」という受け止めをしてもらいたい
ということです。もちろん、その初期には説明を
要したりルールを決めたり、という面倒な手間が
あるかもしれませんが、少し長い目で数年間のス
パンで考えた時に、学校をずいぶん楽にすること
になると思います。

学校でこれまで個々のレベルで大切にして
きたことが、新学習指導要領に位置付けられ
た、ということでしょうか。

多くのサポーターを得られるように先生方
の態度や意識が社会に開かれるべきだ、とい
うことですね。

その通りです。例えば、平成 20 年の答申でも、
今学んでいることと将来のつながりを見通す、と
いうことをとても大切にしていました。ですから、
心ある先生方はそのエッセンスを大切に実践され
ているのですね。それを具体的な形に落とし込ん

その通りですね。一番分かりやすく社会と学校
を結ぶものとしては、学校教育目標は抽象的であ



り理念的であって良いと思いますが、「育てたい
やはりポイントは「資質・能力」ベースで考え
子ども像」をもう少し具体的に、地域や保護者と
ることです。子どもたちの社会的・職業的自立に
共有できるものにしていくべきなんですね。例え
向けて育成したい基礎的・汎用的能力のことです
ばキャリア教育でいえば、「望ましい職業観・勤
ね。こういう子どもを育てたい、この子たちをこ
労観を育てる」と言っても、学校教育の専門家同
うしたい、という地域社会と共有すべき姿に向
士のやり取りであればそれでも良いのですが、よ
かって、国語であればこの単元が使えそうだ、算
くよく考えてみると色々な捉え方ができてしまい
数だったらこの単元で語れば距離が近そうだ、と
保護者や地域の方への説明にはなりません。そこ
いうように「資質・能力」ベースで考えていくこ
で分かったつもりになってしまうと専門家同士の
とです。先生方一人ひとりが、めざす姿の育成に
議論で終始してしまう。「〇〇の場面で□□でき
向けて、「この大単元を使おう、活用しよう」と
る」「働くことについて△△ということが分かる」 「資質・能力」ベースでカリキュラムを見直すこ
というような具体性が見えると、地域の方々や保
とがものすごく重要ですね。キャリア教育とカリ
護者の方が、「こういうことを学校はめざしてい
キュラム・マネジメントはとても近しいものです。
るのか。」「こういうことがポイントなのか。」と
めざすべき資質・能力のゴールに向かって、全て
分かるので、「育成したい子ども像」を具体的に
の教育活動を使ってうまく回していくわけです。
することで共有できるようになります。
「カリキュラム・マネジメント」（以下「カリマネ」
という。）という言葉はすっかり有名になってし
まいましたが、キャリア教育の本質は、実はそこ
校内推進体制について
にあるわけです。
そうした取組を機能的に進める上で、校内
組織の在り方について教えてください。
キャリア教育の実践そのものが、カリマネ
中学校でいうと、キャリア教育担当者が毎年変
わってしまう傾向があります。３学年の先生が兼
ねてしまうからです。従来の高校入試の支援を中
心とした進路指導主任のような立場であれば、毎
年担当が変わりやすいです。高校入試のみの成功
をめざす機軸となる組織とキャリア教育を重ねて
しまうと勿体ないことになりそうです。それは、
キャリア教育の一部であって全体ではないからで
す。できれば、教務主任や校内研究主任など全体
が見える立場の方が担うのが良いと思います。
全国的には、進路指導主任とキャリア教育
担当者は別に置いている学校が多いですか。
そうですね。徐々にそうなってきました。そし
て、進路指導主任はキャリア教育推進チームの一
員を兼ねていることが多いです。
小学校では、いかがでしょうか。
小学校の場合は、校内研究とキャリア教育を重
ねることが最も効果が上がりやすいと思います。
例えば、主軸となる教科研究と、同時並行で走る
第２の研究主題とすることなどができます。教務
主任が兼ねる場合もありますが、いずれにしても
教育活動全体を見渡せる立場が適任だと思います。
教科指導とキャリア教育
小中学校とも、キャリア教育の要素をどのよ
うに研究に結び付けるか、工夫ができそうです。
教科指導とキャリア教育についてお聞きしま
す。
「キャリア教育のための教科指導ではない」
わけですが、気を付けることはありますか。

の実践だということなのですね。

まさしく、そうなのです。全ての教育活動を通
して、めざす子ども像に向かって、教科横断的に
見直しを図ろう、と。すなわちカリマネそのもの
です。裏表と言っては言い過ぎかもしれませんが、
不可分な関係なのです。
キャリア教育もカリマネも、一人ひとりの
先生にその実感を持ってもらうには、ひと工
夫が必要だと感じます。そこで、
「大きなキャ
リア教育・小さなキャリア教育」という説明
を試みているところです。
そのような表現は分かりやすいですね。小さな
キャリア教育で言えば、例えば理科の大単元の最
後の１時間の、最後の１分で、「ここまでの学び
がみんなにとって、○○なところで将来役に立つ
といいなあ。」と意味付けたり、エピソードや体
験談を語ったり、と価値付ける教師の語りかけが
できます。先生方一人ひとりの得意分野や本当の
生活経験をもとに、自由にアレンジできて持ち味
があって良いわけです。大きなキャリア教育だと、
例えば職場体験や職業講話、他にも総合的な学習
の時間で何時間も充ててキャリア教育を柱として
取り組む場合などです。
キャリア教育は、カリマネと直結している
ということですね。
そうですね。カリマネも全員で行わないとダメ
なんです。そして、一人ひとりのカリマネが得意



なのは小学校ですが、中学校は専門教科が違うた
めに共有が難しいんです。ですから、年間指導計
画を学年担当の先生方が中心となって作っていく
ことが大切なんですね。

科教育に意義を感じて教壇に立ってほしい、と。
その時に、指導書にこう書かれているからこうや
ります、では生き生きしないし、授業に行くのも
楽しくない。でも、「この子たちにこれを伝えた
いな、こんな力を付けたいな。」があれば、「いつ
伝えよう、どこで強調しよう。」とわくわくしな
がら授業準備をして教室へ向かうはずです。大単
元の中の１つだけで良いのです。「これを伝えた
いな。」と思うものを持ってほしい、と思います。
この連続で学校全体も活気付きますね。

校長先生へのメッセージ
キャリア教育を中心に捉えたカリマネを
引っ張っていただく校長先生方へ応援メッ
セージをお願いいたします。
キャリア教育は、学校のめざすべき姿をみんな
で共有する時の強力な助っ人になるものと思うの
です。身に付けさせたい力を地域や保護者と共有
するために、具体的に描くわけです。だとすれば、
教育のプロである先生集団では、これまで以上に
しっかりと共有できるわけです。うちはこういう
方向で教育をしているんだな、と学校に関わるみ
んなが分かる。例えば「明るく元気な○○小学校」
や「しっかり将来を見通す○○の力」では分から
ないですが、「〇〇時に□□できる。」「こういう
場面でこんな発言ができる。」であれば分かる。
学校でめざすべき方向性、学校経営のビジョンを
明確にして教職員間で理解を進めることが大事で
す。同じことを表現を変えずに地域・保護者とも
共有できる、強力な学校運営ツールになりうるの
です。
例えば、これまでも職場体験をお願いする時に
「望ましい職業観・勤労観のために」といっても、
何をどう頑張ったらよいか、受け入れる事業所の
方も分からなかった部分が大きいことがありまし
た。ですから、事後に学校へ報告をもらう時も、
「特にけががなく無事に終わりました。」となって
しまう。それを「『こういう時にこういうことが
できる』これを中核目標として、この数日間お願
いしたいのです。」となると、その目標さえ分か
るとあとは社員育成と同じですから、子どもの変
化が見えれば「すごく成長したね。変わったね。」
と評価してくれるし、褒めてくれる。学校への報
告も、「先生、この子たち３日間でここまで変わ
りましたよ。」と変容する。学校もうれしいし、
事業所の方もうれしい。褒められた子どももうれ
しいわけです。育成したい資質・能力を学校の中
核に据えて、学校内はもちろん地域・保護者とも
共有すること、これは本当に大事なのですね。

すると、手を入れる・抜くということでは
なく、単元の中で強調すべき時と、ある意味
で流す時の濃淡があることが前提だ、という
ことで良いですか。
全くその通りです。特に小学校で言えば、１人
何教科も教えます。先ほどの、年間指導計画作成
では、教科ごとに単元を見渡して、身に付ける資
質・能力に紐づけられる単元や学習材を洗い出す
時に、全ての単元から無理に選ぶ必要はなく、
「こ
こだ」というところをつなぐのがポイントですね。
今までは全部頑張らなければいけない、と
いうプレッシャーの中で闘っている先生方も
多かったようです。
全部は頑張り切れるものではないですよ。
「全部
は頑張らない。
」これは時代のキーワードです。先
生方が疲弊してしまっては、元も子もありません。
大単元の中で濃淡をつけるのが大事です。「よ
し、この時間こそは！」と力を入れるものがあれ
ば、良いのです。
１日に１コマか、週に３コマか、それくら
いのイメージですね。
十分ですよ、それで。
大事なお言葉、元気が湧いてくるお話です。

推進リーダーの先生方へのメッセージ
各校でキャリア教育を牽引するリーダーの
先生方への応援メッセージをお願いします。
教務主任の先生方を想定すれば、やはり一人ひ
とりの先生方に、生き生きと授業をしてほしいな
という思いがあるのではと思います。先生方が教



計画作成のコツ
全体計画や年間指導計画を作るポイントや
コツを教えてください。
完璧なものを作らないということです。完璧な
ものができてしまうと、「完全無欠」であるだけ
に年度の数字を変えるだけになってしまうので
す。
年度の始めは、これだけは落とせないというも
のだけを書いておき、年度の途中で書き入れるよ
うな余地を残しておくのです。年度の最後には、
失敗したこと・うまくいかなかったことも含めて、
次年度に申し送ることです。次年度の担当は、そ
の反省を踏まえて、「じゃあどうしよう。」と考え
た上で年度が始まる。進めながら描かれていくの
が年間指導計画だよね、という文化を作れば生き
たものになるでしょう。手を入れながら完成させ
ることです。
学年会議などを利用して、向こう数か月の
予定を入れ込んでいくというイメージですね。
そうですね。教科書会社が示す年間指導計画な
どは、もう手の入れようのないものですが、学校
の現場ではそれらをどうつないでいくか、年度が
始まって分かることも多いですね。ましてや、次
年度に小学校の教科書が変わるのであればなおさ
らです。

で活用することにしよう、ということです。小４
の担任の先生がコメントを返しますが、やがて中
２で必ずシートを振り返ることが分かれば、中２
になった本人が読むこともイメージすることで、
コメントが変わります。思春期になった中２のこ
の子が読む、その時に勇気を与えるコメントを書
きたくなります。
小１の入学式後のコメントを、中１の入学式直
後に必ず振り返るタイミングを持つ、中３の卒業
式直前に振り返るタイミングを作る、全市で取り
組むことにすれば、小中一貫教育の充実にもつな
がります。先生方の意識もつながりますね。その
ような仕掛けを作ることが大切で、先生方のわく
わく感にもつながると思います。全市共通のこう
した部分は、全体の一部で良いわけです。
持ち上がっていくために必要な物理的な仕
掛けも考えたいと思います。
そうですね、市としてそれを準備されると良い
ですね。数年かけながらよりよいものを作られ、
活用されることを期待しています。もし、相模原
市立の高等学校がないとしても、神奈川県との協
力で全県統一のシートが少しでもあれば高等学校
とのつながりも生まれる希望が持てますね。
本日の話を通して、たびたび出てきたのが、
「よくよく考えると」という言い回しです。
改めて「よくよく考える」タイミングなのだ
な、と感じます。キャリア教育はその強力な
手段なのだと痛感しました。

キャリア・パスポートの活用に向けて
最後は、新学習指導要領に示されたポート
フォリオ的な教材「キャリア・パスポート」※
についてです。内容はともかく、９年間持ち
上がっていくことが最も大事だと思うのです
が、どのような形で提案するのが現実的だと
お考えですか。

その通りです。ようやく学習指導要領にキャリ
ア教育が載りました。これから 10 年かけて、ゆっ
くり学校や地域や社会に定着していけば、と思い
ます。急いではいけないのです。保護者や地域の
方々と学校が共に歩む時にキーワードと合言葉に
なりますし、子どもたちの成長を見やすくなりま
すし、学校経営もしやすくなると思います。また、
キャリア・パスポートによって子どもの記述に加
え先生方のコメントなど、たくさんの情報がつな
がりますから、特に中学校や高校の先生にとって
は福音になると思います。指導要録や調査書から
は見えてこないその子の学びの足跡だからです。

※キャリア・パスポート
児童生徒が活動を記録し蓄積する教材等。
「学習指導要領解説 特別活動編（平成 29 年告示）」

これも、「完璧な相模原セット」を作らないよ
うにすることが大事だと思います。スカスカで構
わないのですが、「これとこれは、全小中学校で
取り組みましょう！」というこだわりがあること
が大事です。全体の２～３割です。そして、今後
皆さんの実践をもとに徐々に充実させますよ、と
いうことです。ひとまずそれ以外の部分は、各学
校が大事にしてきたシートで代用してもらっても
良い、という緩やかさですね。
例えば、1/2 成人式に取り組む小学校が全国的
に多いですね。それを中２の職場体験の事前指導

本日は、貴重なお時間をいただきありがと
うございました。
相模原市のお取組の充実に向けて、力になれた
なら幸いです。学校の未来、子どもたちの未来に
向けて共に頑張りましょう。



新しい学習指導要領が いよいよスタート！
新たな学びへ対応するために
相模原市立小学校長会
１ はじめに
いよいよ小学校は令和２年４月から、中学校は
令和３年４月から新しい学習指導要領が完全実施
されます。
グローバル化や人工知能・AI などの技術革新
が急速に進み、予測困難なこれからの時代。子ど
もたちには自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考
え、自ら判断して行動し、よりよい社会や人生を
切り拓いていく力が求められます。そこで、新学
習指導要領では、学校での学びを通じ、子どもた
ちがそのような「生きる力」を育むことをめざし
ています。
今回の改訂で大きく変わったことは、小学校中
学年から「外国語活動」を導入、さらに高学年の
外国語の教科化です。また、小学校における「プ
ログラミング教育」を必修化するなど社会の変化
を見据えた新たな学びへと進化していることです。

会長

青木

正利

らない」というのが本音ではないでしょうか。そ
れはプログラミング教育について、具体的な学年・
授業内容に関して、明確に「この内容」と決めら
れていないからだと思います。確かに、生活がど
んどんデジタル化し、AI などの新たな技術が生
まれる中で、10 年先の未来すら予測することが
難しくなってきています。そんな時代の子どもた
ちに望ましい教育を考える時に「コンピュータを
受け身ではなく、積極的に活用する力」や「プロ
グラミング的思考（論理的思考力）」の必要性が
高まっていることは理解できます。
そのような中、教育センター学習情報班から「プ
ログラミング教育」の授業実践の提示や、相模原
市立小中学校視聴覚研究会からの授業の実践報告
がなされ、IT に詳しくない先生や苦手な先生方
にとって、不安が解消され、安心して取り組める
ようになっている状況は本市の特長の１つだと思
います。

２ 授業時数の確保に向けて
平成 29 年度に新しい学習指導要領が告示され、 ４ 学びを進化させるために
「外国語活動」、「外国語科」の導入に伴い、中学
学習指導要領はこれまで「教育課程」の基準、
年以上は年間 35 時間の授業時間が増えることが
すなわち児童生徒が「何を学ぶか」の基準として
確定しました。校長会では授業時間の確保を最重
示されてきたものです。しかし、今回の改訂では、
要課題とし検討を行ってきました。行事の精選等 「何を学ぶか」という内容の見直しにとどまらず、
の工夫だけでは 35 時間の授業時間を生み出すこ
その内容を「どのように学ぶか」そして「何がで
とは不可能です。そこで、週の授業時数増、土曜
きるようになるか」といったことが示されました。
授業の実施や夏季休業期間 ( 夏休み ) の短縮等を
さらに、「どのように学ぶか」については、「主体
検討してきました。週時数の増加は子どもへの負
的・対話的で深い学び」を全教科で行っていくこ
担が大きく、週５日制が定着しており、土曜授業
とが求められました。これは学びの質がこれまで
は実施が難しいと判断しました。そこで、全小学
以上に重視されたことになり、大きな転換です。
校にエアコンの導入を条件に夏季休業期間の短縮
これを実現するためには、先生方の創意工夫がよ
に踏み切り、今年度から実施となりました。課題
り一層必要になり、質を高めるためには個々の違
はあるものの、授業日数が増え授業時間の確保に
いにどう対応していくかということも非常に重要
目途がたちました。しかし、これまでの学習指導
となります。そのため、外国語の教科化に加え、
要領の改訂に伴う時数増に対して、他の教科の時
これまで以上に先生方の負担が増えることになり
数減が行われてきた経緯を考えると、授業時間の
ます。
確保が引き続き課題となりました。
子どもの学びを進
化 さ せ る た め に は、
教科担任制の導入や
３ プログラミング教育の必修化
新学習指導要領ではプログラミング教育が必修
英語専科の配置など、
化されますが、多くの教員にとって「何をするの
指導体制の充実が求
か」「本当に必要なのか」など、「あまりよく分か
められます。


新学習指導要領を キーワードから読み解きます

Ｑ

社会に開かれた教育課程 とは？

Ａ

「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会が共
有し、それぞれの学校において必要な教育内容を明確にしながら、社会との連携・
協働によってその実現を図る」という学校教育の理念です。

〇変化の激しい社会に必要な「生きる力」を、学
校と社会が連携しながら育む
今回の学習指導要領改訂の基本的な考え方とし
て、「社会に開かれた教育課程」が挙げられてい
ます。
予測困難な社会の変化に
対しては、受け身で対処す
るのではなく、主体的に関
わり、感性を豊かに働かせ
ながら、学んだことをより
よい人生や社会づくりにい
かしていく力を身に付けて
いくことが重要です。
こうした力は全く新しい
力ということではありませ
ん。これまで、知識及び技能と思考力、判断力、
表現力等をバランスよく育成するために学校教育
がめざしてきた「生きる力」を改めて捉え直すと
ともに、よりよい学校教育を通じてよりよい社会
を創るという目標を学校と社会が共有し、それぞ
れの学校において必要な教育内容を明確にしなが
ら、社会との連携・協働によって実現を図ること
が「社会に開かれた教育課程」の理念と言えます。
〇地域の力「横の連携」を活用した教育活動
「社会に開かれた教育課程」というと、新しい
取組をしなければならないと思われるかもしれま
せんが、地域の力を活用した事例は、すでに各学
校で数多く取り組まれています。
例えば、「小学校生活科 まちたんけん」では、
地域で生活している人や働いている人 について、
実際に訪問して話を聞くなどの取組を通して、自
分たちの生活は様々な人や場所と関わっているこ
とを学びます。
「中学校 職場体験学習」では、事前学習や事
後学習の取組を大切にしながら、地域における職
場体験から働くことや学ぶことの意義を理解し、
自分の進路を考える学習を進めます。
こうした地域の力を活用した教育活動では、単
に学校外の体験や外部講師を増やせば良いという
わけではなく、子どもたちが大人になった時にど
のような社会になっているのか、そこではどのよ



うな力が必要になっているのかを考え、社会の変
化に応じた教育活動とは何かを、地域の力「横の
連携」をヒントに捉え直すことが求められます。
〇コミュニティ・スクールの取組
「社会に開かれた教育課程」を実現するための
方法の１つとして、コミュニティ・スクールが挙
げられます。コミュニティ・スクール（学校運営
協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合わせ
て学校の運営に取り組むことが可能となる「地域
と共にある学校づくり」を推進するための有効な
仕組みであり、学校運営に地域の声をいかし、地
域と一体となって特色ある学校づくりを進めてい
くことが期待されています。

本市では、平成 30 年度よりコミュニティ・ス
クールモデル事業を開始し、各区で１中学校区ず
つのモデル中学校区（緑区：青野原中学校、青野
原小学校、中央区：中央中学校、中央小学校、富
士見小学校、南区：鵜野森中学校、大野小学校、
鹿島台小学校）で特色ある取組を進めています。
取組の中では、「地域の力をいかした小中一貫教
育」「地域・家庭・学校の協働による学びの場づ
くり」「地域サポーターと取り組むキャリア教育」
など、それぞれの地域の特性や人材をいかした教
育活動が行われています。
それぞれの地域において育まれている文化・地
域の方々の願いや子どもたちの実情を踏まえなが
ら、新しい時代に必要となる資質・能力を育成す
る教育課程を編成し、地域と協働して取組を進め
ることが、
「社会に開かれた教育課程」と言えます。
出典：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/）

新学習指導要領を キーワードから読み解きます

Ｑ

カリキュラム・マネジメント とは？

Ａ

児童生徒や学校・地域の実態に基づき、学校教育目標の実現に必要な教育内容を
教科横断的な視点で組み立てるとともに、それに必要な人的・物的体制を確保し、
実施状況について評価・改善を行うことにより教育活動の質的向上を図ることです。

〇カリキュラム・マネジメントとは
「curriculum」は「教育課程」を、
「management」
は「管理・経営」を表す英単語です。つまり、「学
校で実施する全ての教育内容やその組み立てを見
直し、よりよい学校経営をめざすこと」と言い換
えられそうです。通称「カリマネ」と略されるこ
のキーワード、なかなか実態がつかみづらそうで
す。次のような階層で捉えてみましょう。
管理職のリーダーシップで進める学校規模の大
きなカリマネから、教員一人ひとりが身近な実践
を見直す小さなカリマネまで、取組の規模は違っ
ても、その集積が学校をよりよい方向へと進めて
いく力になります。

その１ 各教科等の教育内容を相互の関係で
捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的
な視点で、その目標の達成に必要な教育の内
容を組織的に配列します。
国語や音楽などの毎日の授業を考えてみま
す。教科の学習内容やつながりを小中９年間
のスパンで見直す機会を持つことが大切です
ね。そこに、重複や断絶がないか、子ども目
線で見直してみましょう。総合的な学習の時
間や学級活動との関連は図られていますか。
その２ 教育内容の質の向上に向けて、子ど
もたちの姿や地域の現状等に関する調査や各
種データ等に基づき、教育課程を編成し、実
施し、評価して改善を図る一連の PDCA サイ
クルを確立します。
主に学校行事や学年イベントを考えてみま
す。恒例の取組を、現在の子どもや地域の実
態、先生方の特性に応じた内容やボリューム、
評価の在り方を見直すタイミングはあります
か？また、それらの成果を見取る手立てや、
次年度にいかすシステムはどうですか。
もし、「もうこれ以上は無理…」ならば、
思い切って精選することもカリマネです。

〇社会との共有・連携
さて、「社会に開かれた教育課程」という新学
習指導要領のキャッチフレーズを思い出してみま
しょう。「よりよい学校教育を受けた子どもたち
がよりよい未来の社会を創る。」その目標を学校
と社会が共有し、それに向けてこれまで以上に連
携・協働するイメージです。子どもたちの学びは
もちろん、先生方の意識も新しい進展が求められ
ます。つまり、社会や世界の状況を幅広く視野に
入れ、積極的に向き合い関わり合いながら、人生
を切り拓くために必要な資質・能力を見極めるこ
と、そのためにも学校教育を学校内に閉じずに、
社会と共有・連携することを、これまで以上に大
切にしていきたいのです。
では、具体的にどのような見直しを図るので
しょう。大切なポイントは次の３点です。

その３ 教育内容と、教育活動に必要な人的・
物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて
活用しながら効果的に組み合わせます。
子どもたちの成長のために学校はいつも大
忙しです。
「いつ ( から / まで )・どこで・誰が・
どう」を見直し、より教育効果を上げる方策
を検討するのもカリマネです。学校外にある
「よき先生（人や物）」を上手に教育活動に取
り入れたいです。



カリキュラム
カリキュラム ・・ マネジメント
マネジメント 実践事例
実践事例 1
1

教科等横断的な学習の充実

夢の丘小学校

１ はじめに〔学校の特色を「教育的財産」と捉える〕
夢の丘小学校では、
「たてわり活動」「授業改善」
「オープンスペース」といった学校の特色を、「教
育的財産」として
教育的財産 関連図
山崎教務主任
横山体育主任
梶原研究主任
佐藤特活主任
位置付け、これら
を有機的に組み合 〔「地域を学ぶ、地域で学ぶ、地域と学ぶ」職場体験〕
各学年での学びを積み重ね、６年生では「職場
せた教育活動を展
体験」を行います。地域の方と一緒に仕事をする
開しています。
体験を通して、自分が生活している地域のよさを
再認識するとともに、仕事の大切さや働いている
人の想いや願いを実感し、自分の将来に向けて生
き方を考えることをねらいとした学習です。
２ 実践内容〔たてわりを活用した教育活動〕
学校の準備としては、11 月の実施に向け、夏
年間を通して日常的に異学年交流を行う中で、
休みに地域の事業所と連絡を取り、受け入れ先や
子どもたちが認め合い、励まし合う学校風土づく
受け入れ人数の見通しを持ちます。
りを進めるとともに、共に学び合うことや高め合
子どもたちは、さまざまな仕事について調べる
う実感が広がる学校風土の醸成をめざしています。
活動を通して、自分が体験したい仕事を絞り込
５月の連休後に行う全校遠足「春デー」は、高
みます。また、家族との話し合いやゲストティー
学年にとっては、リーダーとしての意識の向上を
チャーの出前授業からも仕事についての具体的イ
めざすものであり、中低学年にとっては、フォロ
メージをつかんでいきます。そして、20 ～ 30 の
アーシップを身に付けさせることをねらいとした
事業所の協力のもと、工業、商業、農業、福祉、
学校行事です。４月の学年始めから、それぞれの
教育、公共などの分野から体験したい職種を選び、
学年に応じためあてを話し合い、休み時間にも意
事前の学習や挨拶を経て当日を迎えます。
図的に交流活動を取り入れ
体験後は、「大変な仕事をしていても、いつも
るなど、望ましい人間関係
笑顔でいるということは、自分の仕事が楽しいか
を築くための大きな集団づ
らだと思いました。」など、仕事の大変さや思い
くりを通して、主体的に活
を捉えた感想が聞かれ、事業所からは、「この体
動できる力を育んでいきま
験を将来の糧として成長していく姿を期待してい
す。
たてわり全校遠足 春デー
ます。」など、励ましの声をいただいています。
この体験を振り返り、学年
〔「たてわり」 と 「授業」 と 「地域」 をつなぐ〕
やたてわりを活用して伝えて
夢 の 丘 小 の「 た て わ り 」
いくことで、自分の学びと将
では、異学年交流にとどま
来とのつながりをさらに意識
らず、教育的財産である「た
する機会となります。
てわり」と「授業改善」を
職場体験
結び付けた「異学年での合
福祉施設での交流
同授業」に取り組んでいま
３ おわりに〔学びの地図「学年学級経営プラン」〕
こうした各学年で
す。取組例として、２年生生活科の「まちたんけん」
の学びを構造化した
と４年生総合的な学習の時間の「福祉交流」の合
ものが、学年学級経
同授業が挙げられます。それぞれの学習のねらい
を踏まえ、異学年交流により学びが深まる場面や、 営プランです。各学
年で付けたい力を育
「学び合い」「教え合い」のある協働の場面を設定
む取組を重点化し、各教科等と行事を立体的につ
し授業を行います。子どもたちは、お年寄りとの
なぎます。この学年学級経営プランを構築するこ
交流について、どうすれば喜んでもらえるかを考
とは、各学年の取組がこれまでの活動をなぞる前
えることで、コミュニケーションの意味や価値を
年踏襲型から、これからの社会に求められる力を
体験から学び、さらに、自分の学びを異学年に伝
明確にした意図的計画的な学習活動へと変化して
えることによって、自分自身で深く理解すること
いく「学びの地図」づくりと言えます。
ができます。
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「つながる力」で育つ カリキュラム・マネジメントの実践

緑が丘中学校

１ はじめに
緑が丘中学校では、子どもたち一人ひとりに手
をかけ、愛情をかけることを生徒指導の基本方針
としています。時間をかけて子どもたちと向き合
い話をしていくために教職員全員で協力・連携し
た学校づくりに取り組んできました。当たり前の
ことではありますが、先生がしっかり時間をかけ、
生徒一人ひとりとつながっていくことで、子ども
たちが自ら考え行動できる学校づくりをめざして
います。
この取組を基礎的・汎用的能力の１つである人
間関係形成・社会形成能力（つながる力）の視点
で取材させていただきました。
２

中心に据えた教育活動となるように生徒指導係会
が学校内の大きな役割を担っています。

教師と生徒・生徒同士のつながる力
～体育祭に向けて～
特別活動では、子どもたちの自己肯定感を育む
ために異学年交流の活動を行っています。体育祭
に向けた取組では、学年のたてわりグループで披
露する「ダンスパフォーマンス」を生徒が主体と
なり、３週間の期間で３年生が 1・２年生にダン
スを教えたり、アドバイスしたりしています。そ
の姿から、３年生が中心となって学校をつくって
いることを全校生徒が実感でき、先輩の姿にあこ
がれを抱けるよう、縦の接続を意識して教師が支
援を行って取り組んでいます。

実践内容
教師間のつながる力
～週に２回の生徒指導係会～

この会議では、「積極的生徒指導グループ」と
されるメンバーで話し合いが行われています。学
年の担当の職員の他に、養護教諭、支援教育支援
員、青少年教育カウンセラーも参加して情報交換・
共有をしています。会議は、水・木曜日の各１時
間を確保して、時間にゆとりを持たせています。
明るい雰囲気の中、出席者のコミュニケーション
を大切にすることにより、自然と濃密な連携が図
られています。
この場では、生徒指導の事後報告や連絡だけで
はなく、生徒一人ひとりに対応した情報共有や相
談、生活指導に関わることについて話し合いを行
います。学年のセクトに固まった指導とならない
ように、この生徒指導係会を通して情報を共有し、
全教職員に広げて共通理解を図って指導に当たっ
ています。また、学校の教育反省については、学
校内の全ての取組について生徒指導係会で見解を
考え各グループに提示しているそうです。生徒を

教師が支援するポイントは「先生も一緒に活動
に参加し関わること」「リーダーを評価する場面
をつくること」です。その場に応じた声かけを心
掛け、当日の結果が良くも悪くも、最後はその過
程を褒めることを大切にしているそうです。
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〇学習・生活目標を意識できる工夫
各学年の廊下に、学習や生活の目標を意識でき
るように「こうなって欲しい」という具体的な場
面が示された掲示物があります。生徒が目標を達
成していく感覚が持てるように目に付きやすい場
所に掲示することで、教師も生徒も常に意識でき
る効果があるとのことです。

地域とつながる力
～ 3 年生修学旅行「農業体験」～
修学旅行では東北地方での農業体験が活動の柱
です。農業体験をすることで、汗を流し働く苦労
や、作物を育てることで味わえる喜び等を学ぶこ
とは勿論ですが、１番の目的は、農家の方との「ふ
れあい」です。１日だけの関わりですが、農家の
方からのもてなしや家族の温かさを感じる貴重な
体験となっています。３年生の一人ひとりが農家
の方とふれあうことで自己の生き方を考えること
のできる素晴らしい時間となっています。

日常の中でも

つながる力

〇相手に伝えることを大切にした工夫
学校全体で学期の終わりに家族や先生、友だち
に宛てて日頃の感謝の気持ちを文章にして掲示し
ます。この取組が保護者や先生、友だちとの心の
通った良い関係づくりの一助となっています。日
頃は恥ずかしくて伝えられない感謝の気持ちです
が、この活動を通して、他者への素直な気持ちを
伝える生徒が増え「お家の人や先生に感謝を伝え
る生徒が多い」ことも特徴の一つです。

３ おわりに
取材に協力してくださった河野先生との話の中
で「教師がつくった学校は教師が替われば変わる。
生徒がつくった学校は教師が替わっても変わら
ない。」と、生徒が中心となってつくっていく学
校にしていきたい先生方の思いを話してくださっ
たのが印象的でした。まだまだ生徒自ら考え行動
していくことには教師の支援が必要とのことです
が、「つながる力」を意識して意図的・計画的に
教師がチームとなって取り組んでいることが何よ
りも子どもたちの前に進む力になっているのだと
実感しました。また、人とのつながりを大切にし
ている先生方の温かさを多くの場面で感じること
ができる取材でした。
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新学習指導要領を キーワードから読み解きます

Ｑ

主体的・対話的で深い学び とは？

Ａ

「主体的・対話的で深い学び」は授業の型を表すものではなく、授業改善の視
点です。大切なのは、「児童生徒に必要な資質・能力を育むための、学びの質の
向上」 につながっているかどうかを考えることです。

〇主体的・対話的で深い学びの目的とは
小中学校ともに「学習指導要領解説（平成 29
年告示）」（以下「解説」という。）では「主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」にお
いて、「(1) 知識及び技能が習得されるようにする
こと、(2) 思考力、判断力、表現力等を育成する
こと、(3) 学びに向かう力、人間性等を涵養する
ことが偏りなく実現されるよう、単元や題材など
内容や時間のまとまりを見通しながら、児童（注・
中学校では「生徒」）の主体的・対話的で深い学
びの実現に向けた授業改善を行うこと、その際、
各教科等の「見方・考え方」を働かせ、各教科等
の学習の過程を重視して充実を図ること」と記述
されています。
すなわち「主体的・対話的で深い学び」とは、
それ自体が目的なのではなく「知識・技能の習得」
「思考力・判断力・表現力等の育成」「学びに向か
う力・人間性等の涵養」を実現するための授業改
善の視点なのです。
したがって、まず新学習指導要領が示す資質・
能力である「知識・技能」「思考力・判断力・表
現力等」「学びに向かう力、人間性等」を授業の
ゴールイメージとして描くことから、授業改善が
始まると言えます。ゴールイメージがあるからこ
そ、次に「主体的・対話的で深い学び」という授
業改善の視点が、学びのプロセスイメージとして
の意味を持ってきます。

授業実践を否定し、全く新しい指導方法を導入し
なければいけない、と捉える必要はありません。
また、必ずしも１単位時間の授業の中で全て実現
されるものではなく、児童生徒の実態に応じて、
求められる資質・能力を育むために、単元や題材
など内容や時間のまとまりを見通して、どのよう
に構成するかというデザインを考えることが重要
です。
それでは「主体的な学び」「対話的な学び」「深
い学び」について、それぞれ、どんなことが重要
なのかを見ていきましょう。

この「主体的・対話的で深い学び」の視点に基
づく授業改善においては、今まで取り組んできた

〇相模原市が進めてきた「見通しと振り返り」
相模原市では、授業のゴールイメージをしっか

〇「主体的な学び」と、「見通し」と「振り返り」
「主体的な学び」について解説では「学ぶこと
に興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向
性と関連付けながら、見通しをもって粘り強く取
り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげ
る」と記してあります。
「主体的な学び」の第１の鍵は「課題設定」です。
学習者にとってリアリティのある質の高い課題設
定によって、課題解決のプロセスがより充実した
ものになっていきます。
そして第２の鍵は「見通しと振り返り」です。
前述した学習活動のゴールイメージとともに、児
童生徒と教師がプロセスイメージを描くことが、
授業における「見通し」です。「見通し」がある
ことで、情報としての知識や技能がつながり、関
連付いていくことが期待できます。
「見通し」には「課題解決に向けて進めていく
プロセスイメージを明らかにすること」と「学習
活動のゴールイメージを描くこと」がありますが、
このゴールイメージに対して自分がどの位置にい
るのか、学びを達成できているのかを確認するた
めに「振り返り」が必要になってきます。
「振り返り」には「学習内容を確認する」「学習
内容を他の学習内容と関連付けたり、一般化した
りする」「学習内容を自らとつなげ自己変容を自
覚する」という３つの意味があります。
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りと持って「主体的な学び」を実現するために、
この「見通しと振り返り」を授業改善の重点の１
つとしてきました。
例えば、小学校１年生算数の「長さくらべ」で
は「長さをくらべて、何が分かったかな？」「○
○が一番長いこと分かった。」というやり取りが、
学びの振り返りになるでしょうか。ここでは「長
さをくらべるために大切なこと」に気付かせるこ
とが授業のねらいです。そのためには「長さをく
らべよう」という活動の見通しだけでなく「長さ
をくらべるときには、何が大切かを考えよう」と
いう学びの見通しと、ねらいを達成するための、
あるいは、達成できたかどうかを確認するための
振り返りが必要になってきます。

います。
相模原市では授業のねらいに向かうための「対
話的な学び」の実現に向けて、
「見通しと振り返り」
に並んで「言語活動の質の充実」を授業改善の重
点の１つとしてきました。
〇「深い学び」と、習得・活用・探究のプロセス
「深い学び」について解説では「習得・活用・
探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に
応じた『見方・考え方』を働かせながら、知識を
相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精
査して考えを形成したり、問題を見いだして解決
策を考えたり、思いや考えを基に創造したりする
ことに向かう」と記してあります。

平成 28 年 12 月の中教審答申においては、各教
科や言語活動の学習過程のイメージが図示されま
した。上図は例として、算数・数学の学習過程の
イメージを掲載しています。
知識は、それ自体として記憶されるわけではな
く、活用・探究というプロセスを通して、つなが
りを持ってはじめて、生きた知識として身に付く
ものです。
その習得・活用・探究の学習過程として「課題
を見いだして解決し、振り返って自分の考えを形
成し、表現する」というプロセスを実現すること
が、知識がつながる深い学びには重要なことです。
出典：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/）

〇「対話的な学び」と、言語活動の質の充実
「対話的な学び」について解説では「子供同士
の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え
方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考え
を広げ深める」と記してあります。
ここで大切なのは「自己の考えを広げ深める」
ための対話になっているかどうかということで
す。そのためには、授業での言語活動について、
その「質」を高めていくことが求められます。解
説には、総則だけでなく各教科においても、その
特質に応じた言語活動の充実について記述されて
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主体的
主体的 ・・ 対話的で深い学び
対話的で深い学び 実践事例
実践事例

相模原市の指導教諭による
「見通しと振り返り」を意識した授業
〇相模原市がめざす授業改善
振り返り」を意識した授業の内容をご紹介します。
本市では、
「主体的な学び」を実現するために、 市内教職員の方は、ｅ－ネットＳＡＧＡＭＩの共
「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力等」
「学び
有キャビネットに、本授業の他にも指導教諭によ
に向かう力、人間性等」という授業のゴールイメー
る「公開授業研修講座」の内容を格納してありま
ジを持って、
「見通しと振り返り」を重点とした授
すので、ぜひご参照ください。
業改善を進めています。
（参照）
平成 30 年度より、近隣校への指導・助言や模範
●教育委員会各課のキャビネット● /15 教育セ
ンター【研究・研修班】/03 指導教諭関係 /07
授業を行うことを目的として、小学校５校に指導
教諭を配置しました。指導教諭による「見通しと
授業づくり参考資料

前時の振り返りをす
ることで、本時の学習
に必要な知識につい
て、見通しを持ちます。
課題を図で整理する
ことで、既習事項との
つながりから、解決へ
の道が見えてきます。

教員が単元・授業に
ついての長期・短期的
なゴールイメージを
しっかりと描くことで、
児童の学びの見通しを
持つことができます。

授業の振り返りをす
ることで「何を学んだ
のか」「何が分かって、
何が分からなかったの
か」を自覚し、次の学
習につなげていきます。
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新学習指導要領を キーワードから読み解きます

Ｑ

未来を切り拓くための資質・能力の育成 とは？

Ａ

未来を切り拓くための資質・能力として「社会的・職業的自立に向けて必要
な基盤となる資質・能力」が挙げられます。

〇学びに向かう力、人間性等
力）」
「人間関係形成・社会形成能力（つながる力）」）
改訂された学習指導要領では、「何を学ぶか」 の視点が大切になってきます。
に加えて「どのように学ぶか」「何ができるよう
目標を確認したら、現状と目標の差である課題
になるか」といった学びのプロセスイメージと （重点目標）を解決するために教育計画を立てま
ゴールイメージが描かれています。ゴールイメー
す。この作業は誰かが一人でするものではありま
ジとしての資質・能力は「知識・技能」「思考力・
せん。計画を立てる過程に全教職員が参画し、学
判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」 校教育の目的を再確認することが大切です。
の３つの柱に整理されていますが、これは「学ぶ
ことと自己の将来とのつながりを見通しながら、 〇主体的・対話的で深い学び
社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資
教員が目的を再確認し児童生徒に伝えること
質・能力を身に付ける」と記されているキャリア
で、子どもたちは、今の学びが将来につながる大
教育の充実と方向性が一致しています。特に「学
切なものだと感じ、学びが主体的になります。そ
びに向かう力、人間性等」は「学びを人生や社会
の将来に対する自己の考えを広げるためには対話
にいかそうとする」と形容されていますが、これ
的な学びが必要ですし、教科等と社会をつなぐ見
はまさに「学ぶことと自己の将来とのつながりを
方・考え方を働かせるということは、深い学びそ
見通す」ことです。このようなキャリア教育と、 のものです。
学びのプロセスイメージである主体的・対話的で
主体的・対話的で深い学びにより「学ぶことと
深い学びによる授業改善は、どのような関係にあ
将来のつながりを見通し、教科等を学ぶ本質的な
るのでしょうか。
意義を明確にする」ことは、キャリア教育と表裏
一体であると言えます。
〇基礎的・汎用的能力と、目標設定
キャリア教育の実践によって教育活動を改善す
るためには、検証改善サイクル、いわゆる PDCA
サイクルが機能することが重要ですが、そのため
には実態（児童生徒の現状）把握と、成果を検証
できる目標設定が必要です。この目標設定で「め
〇授業のねらいは「教科の目標」
ざす子ども像」をイメージするには、キャリア教
だからと言って「キャリア教育的な何か」を授
育が掲げる基礎的・汎用的能力（「キャリアプラ
業の中に、何もない所から新たに加えなくてはい
ンニング能力（見通す力）」「自己理解・自己管理
けないわけではありません。
能力（自律する力）」「課題対応能力（乗り越える
「民主的な社会に暮らす方法を学びたいならば、
オーケストラで演奏するのがよいだろう（ダニエ
ル・バレンボイム）」という言葉は、象徴的です。
オーケストラは民主的な社会を学ぶのではな
く、素晴らしい演奏をするのが目的です。その練
習の過程に「民主的な社会に暮らす方法を学べる」
という宝が隠れています。
授業のねらいは「教科の目標」です。ねらいを
達成するための授業の中にキャリア教育の価値が
隠れていたら、それを見いだし、意識して指導す
ることが「教科を通したキャリア教育」です。
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各学校や中学校区における取組
令和元年度の全国学力・学習状況調査では、本
市の子どもたちにおいて、普段の授業で学んでい
ることが将来に役立つと感じる割合が全国平均に
比べて低いことが分かりました。この結果から、
本市において、これまで積み重ねてきた教育実践
を「将来の自立に必要な力を身に付けさせる」と
いうキャリア教育の視点で見直し、子どもたちが
学んだことと自己の将来とのつながりを実現でき
る教育活動が求められています。
キャリア教育の目的は、各学校の学校教育目標、
それに基づく「めざす子ども像」や重点目標の実
現です。より効果的に発展させていくためには、
キャリア教育で育成をめざす基礎的・汎用的能力
の４つの「資質・能力」ベースで、発達する子ど
もの姿を具体的に描き、全教職員で共有すること
です。そして、適切な評価を行いながら改善を図
ること（右下図「PDCA サイクル」参照）が大
切です。こうした学校全体を見渡すような大きな
視点で捉える実践を、「大きなキャリア教育」と
します。管理職やキャリア教育担当教員等が、中
心となって進めていく取組になります。

基礎的・汎用的能力育成の観点から整理します。
学年ごと、この視点から取組を見直し、育成す
る力に紐づけて再構成していきます。教科の系統
性や教科間のつながり、行事や総合的な学習の時
間とのつながりはどうでしょうか。相互に関連付
けながら、描いていきます。「計画のための計画」
とならないよう、学年会議等で適宜書き進めなが
ら、修正を図っていきます。

中学校区で取り組むこと
〇「小中一貫教育基本方針」の実践
本市では次年度より、基本方針に則って小中一
貫教育がスタートします。まずは、児童生徒につ
いての情報共有をはじめ、各校の教育活動につい
て相互に理解を進め、小中学校の９年間を見通し
ながら、中学校区で育てる子ども像を設定してい
きます。市全体のめざす子ども像がありますので、
それと同じでも構いません。
次に、中学校区で各学校の重点とする力に加え、
基礎的・汎用的能力を共有し、既存の取組をいか
しながら、中学校区の教育活動の軸を整理し、体
系性・系統性を意識した取組を進めていきます。
これまで以上に、中学校区の教員の関わりが深
まり、意図としない断絶や重複を修正しながら
互いの実践を有機的につなげていくことになりま
す。
PDCA サイクル

大きなキャリア教育
各学校で取り組むこと
〇「キャリア教育全体計画」の策定
まず、児童生徒の特徴や状況を分析します。各
種アンケートや学力調査、運動能力調査、学校評
価など、多くの材料があります。もちろん、教員
が日々観察し、関わる中で捉える実感も、貴重な
資料です。それらを踏まえて、これから重点的に
育成するべき基礎的・汎用的能力を設定します。
それらの力が育成されキャリア発達を果たしてい
く子どもの姿を具体的に描いていきます。小学校
では、低・中・高学年で区切っても良いですし、
学年ごとでも構いません。
また、各教科や特別活動、総合的な学習の時間、
道徳科のそれぞれの全体計画との整合性や関連性
を確認し、小中一貫教育や支援教育、地域連携や
体験活動等とのねらいとキャリア教育とのつなが
りを位置付けると良いです。作成の作業は、職員
会議や校内研究の場面などが想定されます。
〇「各学年の年間指導計画」の作成
次に、各学校における教育活動の一つ一つを、
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担当する教科の指導や日常生活における取組
キャリア教育の推進は、すなわち新学習指導要
領の示す方向性の具現化だと言えます。
授業改善は「主体的・対話的で深い学び」の実
現をめざすものであり、各学級での授業や学年行
事、学校全体で行う教育活動に、地域社会や産業
界などの教育力を取り込み、子どもの学びの質を
高め、学ぶ意義を実感させ、学びと自分の将来と
つながる意識を持たせようとする方向性は、まさ
しく「社会に開かれた教育課程」の理想と合致す
るものです。
また、「基礎的・汎用的能力」ベースでこれま
での教育課程を振り返り、その宝を洗い出しつな
ぎ直すことは、従前の教育活動の意義を再確認し
たり、廃止・統合・精選・改変を実施したりといっ
たカリマネの実践そのものだと言えます。
このように、全ての教育活動を通して行うキャリ
ア教育ですが、教員が毎日の取組の中で行える身
近な、いわば「小さなキャリア教育」こそ、最も
大切です。

また、総合的な学習の時間、道徳科、学級活動
等との関連を図ることも大切です。年間指導計
画を学年の皆さんで定期的に見直し修正をしなが
ら、学びがより効果的・効率的になるよう工夫す
ると良いです。
さらに、子どもたちが学校で学んでいることと、
実社会や実生活との関わりを見いだし、現在はも
ちろん、将来に向けて必要性や意味を感じながら
学びに向かえるよう、地域の学習材や人的資源の
活用を検討し、実社会の出来事と関連させた授業
展開を研究していくことがとりわけ大切になりま
す。

日常生活で取り組めること

小さなキャリア教育
担当する教科の指導で取り組めること
〇縦の接続を意識した授業づくり
小学校の教員であれば中学校の、中学校の教員
であれば小学校の教科書で扱う教材や指導内容、
題材について視野を広げてみます。９年間の学び
がどのように系統的につながり、そして今どの段
階を指導しているのか、そのためにどう授業改善
を図れば良いか、多くのヒントが見えてきます。
また、学習規律や学習のルール、教科書以外の
教具・教材の活用方法など、担当学年前後の学び
方の特徴などを知ることで、教員の教育実践を向
上させる工夫が見つかります。
〇横の連携を意識した授業づくり
各教科における指導内容と、他教科の指導計画
との関連を見てみましょう。いわゆる教科横断
的な視点で学びの効率化を図り、効果を高める手
立てとなります。「国語のこの指導内容を、美術
や音楽でいかせないかな。」「算数で学んだこの方
法が理科の課題解決の手立てとして活用できるか
ら、このタイミングで計画しよう。」といった考
え方です。
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授業以外の時間も、キャリア教育実践のチャン
スはたくさんあります。朝の会、帰りの会、給食
の時間など、児童生徒と関わる日常の場面におい
ても、子どものキャリア発達をねらいにした働き
かけや情報提供、指導・支援をめざしていきたい
ものです。子どもたちにとっては、保護者に次い
で接する機会の多い大人が教員ですから、「教師
こそキャリア発達モデル」という自覚の下で、自
身の基礎的・汎用的能力を伸ばそうとする後ろ姿
こそ子どもたちに示したいものです。
また、キャリア教育の視点を踏まえた、個別の
支援や指導を「キャリア・カウンセリング」と呼
びます。子どもの「気付き」を促し、どうすべき
かの「見通し」を持たせ、
「主体的」な検討を支援し、
その上で「自己選択・決定」へと導きます。こう
した個別の支援や指導を意図的に施し、将来の自
立に向けた力の育成をめざすことも、キャリア教
育の一側面なのです。

未来を切り拓くための資質・能力の育成をめざした実践のヒント

子どもの「自己選択・決定」を促す働きかけ
令和元年８月 23 日に教職員対象のキャリア教
育研修会が行われました。午前は北相中学校区 ( 北
相中学校・桂北小学校・千木良小学校 )、午後は
鵜野森中学校区 ( 鵜野森中学校・大野小学校・鹿
島台小学校 ) で実施しました。どちらの研修会も
夏の暑さに負けない教職員の熱気を感じる研修と
なりました。
〈そもそもキャリア・カウンセリングとは？〉
キャリア・カウンセリングとは、子どもへの個
別の支援や指導を行う際に、自立に必要な基礎的・
汎用的能力の育成という視点を踏まえて、「気付
き」を促し、「見通し」を持たせ、「主体的」に考
えさせた結果として「自己選択・決定」を支援す
るアプローチの総体を指します。

キャリア・カウンセリング
ワークショップ

( 北相中学校区・鵜野森中学校区 )

〈当日のワークショップの流れ〉
学級対抗の長縄大会が企画され、実行委員にＮ
さんが選ばれました。
「先生、次はどうすればいいですか？」
これが N さんの口癖です。真面目に頑張っていま
すが、なかなか一体感のある練習になりません。
そんなとき、Ｎさんから先生に一言。
「みんなが協力してくれません。先生、何とか
してください。」
さぁ、○○先生、どんな言葉をかけますか？

先生、何とかしてください。

～この研修のねらいは？～
児 童 生 徒 と の 何 気 な い 関 わ り の 中 に も、
キャリア教育のチャンスがあふれているこ
とを学びます。

つらそうですね。みんなが一生懸命や
れない理由は何だろうね？ 【気付き】

きっと、長縄で記録を更新しても、そ
のことに意味を感じていないんだと思
います。

キャリア教育の視点で今までの
教育活動を見直すことで先生方
の意識が揃えられるといいな。

なるほど、では、どうやったら記録更
新する意味を考えてもらえるだろう
ね？【見通し】【主体的】

〈研修の流れは？〉
キャリア教育の概要について学んだ後、キャリ
ア・カウンセリングのワークショップを行います。
ワークショップの流れは、「学校でありそうな一
場面」を設定して、「教師役」「児童生徒役」「観
察者」の役割を決め、ロールプレイを行います。
教師役と児童生徒役のやり取りを、観察者が客観
的に見守ります。ロールプレイ後には、観察者が
気付いたことを伝え、その後、三者で意見交換を
行います。
いろいろな場面を設定しながら、役割を変えて
行うことで、様々な視点で捉えることができるよ
うになります。

まず、仲のいい友だちに相談してみま
す。
そして、記録更新することでクラスに
とってプラスになることを整理してみ
ます。

いいね。整理したことはどうやってク
ラスのみんなに伝えますか？
【自己選択・決定】

帰りの会で、友だちに
も手伝ってもらってみ
んなに呼びかけてみた
いと思います！

研修の様子を見てみま
しょう！
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参加者の感想にもあるように、この研修を通し
て日々の教育活動の中に「キャリア教育のチャン
ス」がたくさんあることに気付くことができます。
このチャンスを最大限いかすためには、今、共に
働く職員、そして小中学校の職員間で意識を共有
することが大切です。
例えば、「先生、どうすればいいですか？」を
連呼する子どもたちが多い実態があり、それを改
善していこうとします。研修で学んだ手法を意識
して働きかけることで「まずは、自分で考えたこ
とをやってみます！」という、子どもたちの自己
選択・決定を促すことにつながるでしょう。
この姿をめざすには、１人でやるより２人でや
る方が効果的です。さらに、小学校の間だけ、あ
るいは中学校からやるのではなく、小中学校で継
続して働きかけた方が効果的です。
我々教職員の願いは「全ては子どもたちのため
に」です。２つの研修を通して、先生方からその
熱を強く感じとりました。
このような研修を市内の学校で希望する場合
は、キャリア教育担当指導主事まで、お問合せく
ださい。

参加者の感想
★漠然としていたイメージが少し具体的に
なったと感じました。どうしても何か特
別なことをするのでは、と構えてしまう
のですが、どのような生徒を育てていき
たいかをしっかりと持っていれば、日頃
からできることだと思いました。
★小中連携の研修を繰り返し行うことで、
小中の教員の理解が深まってよかったで
す。
★自分のすべきことが見えてきたような気
がしました。次につながる意欲をもらい、
３校で共有できたのもよかったです。
★「キャリア・カウンセリング」という言
葉だけを聞くと、どういう意味なのか分
からないが、具体的な場面設定をして
ロールプレイングをすることでイメージ
を持つことができました。また、キャリ
ア教育とはどういうものなのか、自分な
りに整理することができました。



‒
学校生活の中には、 未来
を切り拓くための資質・
能力を育てる機会があふ
‒
れているんだね！
‒
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未来を切り拓くための資質 ・ 能力の育成 実践事例 １

学力向上をめざした９年間を見通した小中一貫教育
旭中学校区（旭中・旭小・橋本小・宮上小）の取組
１ はじめに
「旭中学校区小中連携教育推進事業」は、小学
校と中学校が力を合わせて、９年間をかけ子ども
たちに「確かな学力」「豊かな人間性」「健康・体
力」のバランスの取れた「生きる力」を育むこと
を目的とし、「学びの連続性の確立」「交流活動」
「児童生徒理解」「家庭・地域との連携」の４つの
柱のもと、「めざす子ども像」を共有し、４校の
間での実践と家庭・地域への啓発をはじめとした
取組を展開してきました。（下図参照）

３

今年度の重点
また、９年間を見通した教育活動の充実にあた
り、今年度は次の３点を重点としています。
①家庭学習の定着に向けた取組
・家庭学習の在り方（課題の与え方・評価方法
など）について取組を共有し、校種を越えた
長期的な展望を持つ機会とする。
②学力や学習状況についての傾向、課題の共有
・学力や学習状況についての分析や検討を行
い、中学校区の児童生徒の学力について、傾
向やつまずきを明らかにする。
③教員間交流による実態の把握、課題の共有
・児童生徒の実態を知るために、お互いの授業
を参観する機会を設ける。
・各教科でグループを編成し、具体的な取組や
課題の共有を行う。
４

具体的な取組「小中のつながりをより意識」
①小中連携合同研修会
旭中学校区では、教師間連携の一環として、４
校の先生方が一堂に会する「小中連携合同研修会」
を毎年夏休みに開催しています。今年度は「キャ
リア教育」の視点から小学校間及び小中学校間の
接続を意識した教科指導における指導方法につい
て情報交換を行い、改善点等の共通理解を図るこ
とをねらいとして行われました。
全体会では、学校教育課指導主事が、９年間を
見通す視点として、キャリア教育について説明し、
共通理解を図りました。グループ協議では児童生
徒の実態に基づいた強みと弱みについて考え、小
中で育みたい力について話し合いました。

今年度からは、これらの取組を基盤としつつ、
小中が教科でつながり、教科指導を通して教員の
授業力を高め、９年間を見通した教育活動を充実
させ、「確かな学力」を育成することにより、中
学校区の児童生徒の学力向上を図ることをめざし
ています。
２ 期待される効果
「９年間を見通した教育活動」の充実による効
果としては次の内容を想定しています。
①学校区における学力向上及び小中学校の更な
る円滑な接続
②学力課題の解決に小中間で戦略的に取り組
み、支援することによる学力の底上げ（Ｃを
Ｂ規準に）
③中学校区の学力向上による、中学校区各校に
おける地域からの信頼の向上
④中学校区における教科指導の充実による、校
種間での教員の専門性と協働性の向上

分科会では、各教科等に分かれ、小中の接続を
意識した指導の在り方について情報交換を行いま
した。
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参加者の感想
★子どもたちの実態を踏まえて考えること
で、どのような力が課題となっているか
考えることができました。
★算数に関しては小１で既に子どもの理解
力に差を感じるので、幼保小中の連携が
必要と感じました。
★小学校の先生の話を聞いて、小中のつな
がりをより意識することができました。
★１つのテーマ（キャリア教育）について
４校で話し合いを行ったことは有意義
だった。小学校３校の共通点、中学校で
付けたい力等を意識して取り組みたいで
す。
★中学校区での強み弱みが明確になった。
強み弱みが表裏一体となっている部分も
あり、これらを意識して子どもたちに接
していくことの大切さを実感しました。
★「キャリア教育」というと構えてしまい
がちですが、日頃の授業で私たちが意識
していれば、言葉かけも活動内容も変
わってくるのだ、と感じました。

（小学校の先生の話）
「授業の中でポイントを中学校の先生に
話をしてもらったり、専門性を持ったアド
バイスをしてもらうことは授業づくりに大
いに役立っています。」
（中学校の先生の話）
「小学校で授業を行うことで、数年後を
見据えた関係性をつくっている、と思って
います。」

②教科交流授業
旭中学校区では、小中連携協議会の活動の柱の
１つである「学びの連続性の確立」の一環として、
小中相互の授業参観の他に「中学校教員による小
学校での授業実践」として、旭中学校の教員が小
学校で５年生を対象に月に２～３回授業（橋本小：
保健体育、宮上小・旭小：算数）を、「小学校教
員による中学校での授業実践」として、橋本小学
校の教員が、旭中学校で１年生の英語科の授業を
行っています。
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小中交流授業は、中学校の教員が小学生に授業
を行うことで、小学生が中学校での学びのイメー
ジを持ち、円滑な接続が図られることが期待され
ます。教員にとっても、授業を通して９年間を見
通した子どもたちの学びを具体的にイメージする
ことができ、小中のつながりを意識した授業の充
実が期待されます。
５

おわりに
旭中学校区の取組は、これまでの中学校区によ
る小学校間の連携や小中学校間の連携の取組を基
盤としながら、中学校区全体でゴールを共有し、
小学校・中学校の先生方がそれぞれ「小中のつな
がり」を意識して日々の教育活動に臨んでいる姿
勢が印象的でした。

未来を切り拓くための資質 ・ 能力の育成 実践事例 ２

セルフプランニングノートがつなぐ子どもたちの学び
～６年生のキャリア教育を踏まえた学年経営の挑戦～
双葉小学校
１ はじめに
次年度から「キャリア・パスポート」の活用が
全国で始まります。それに先駆けた小学校にお
ける事例として、成果を挙げている双葉小学校６
年生の９月までの取組を取材させていただきまし
た。100 頁の分厚い大学ノートに、びっしりと学
びの足跡が綴られています。
２ 実践内容
〇学年共通の成長イメージの共有
「どんな自分になりたい？」この問いが学年経
営のあらゆる場面で、基軸となっています。下図
は、自己実現につながる考え方や迫り方について、
６学年担当の先生と校長先生との語り合いから固
まったイメージです。その中心に基礎的・汎用的
能力が分かりやすい言葉で表現されています。
「最
高学年としての自覚を！」と呼び掛けるだけでは
なく、それを具現化するためのスキルやツールを
与え、活用し続けることで６年生としての成長が
遂げられると考え、このイメージを子どもたちと
共有するところからスタートしました。

実践者
吉冨教諭

米澤校長先生
東教諭

福井教諭

の振り返りシートが添付され、学級活動や委員
会活動の記録、夏休みの調べ学習の記録、学級で
配付された様々な資料など盛りだくさんです。１
ページからは修学旅行に向けた総合的な学習の時
間の学びが残されていますが、それ以外の使い方
は一人ひとりに任されています。子ども自身がい
つでも振り返り、次の学びにつながる材料を確認
できるよう、先生方のフィードバックのコメント
は最小限に留めているそうです。

学年経営の骨子を示したイメージ図

〇支援ツールとしてのノート活用
「なりたい自分に近づくために」この意識が途
絶えないように、そして、学校における全ての学
びが成長の機会であることを自覚できるように、
支援ツールとしてノートを準備しました。
【ノートの役割】
① 生活の見通し・振り返りツール
② 特別活動・総合的な学習の時間の記録ツール
（修学旅行のしおりも兼ねる）
③ 何でもノート（例 夏休みの調べ学習）
９月現在のノートの様子が右の写真です。月毎

セルフプランニングノートの様子

〇機会を捉えて
「いつ書かせるか」の答えは、「書くべき時」だ
と感じました。行事やイベントの度に記入してい
た振り返りが１冊に集約されています。個々の取
組が１冊に綴じられることで「こんなことができ
た。」という成果の実感が積み重ねられ、その厚
みや手触りが、物理的にも視覚的にも伝わってき
ます。自発的にメモを取る子どもが見られるよう
になり、また「振り返ろう。」の先生の一言で、さっ
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３ おわりに
「目の前の子どもたちのために必要だと思った
指導・支援を心掛け続けた結果。それだけです。」
先生方の印象的な一言です。この方法が唯一最良
のものではなく、子どもの集団としての状況や特
長に応じて、有効な手立ては多様です。しかし、
将来の自立を見据えたキャリア教育の視点を踏ま
える重要性は普遍的なものでしょう。普段の取組
をその視点で見直し、少し意図して組み込む。そ
して子どもたちにはさりげなく見せる、これが秘
訣なのでしょう。
「どんな先生になりたいか。」「どんな教育活動
をめざすのか。」校長先生をはじめ、６学年担当
の先生方こそ、この問いに向き合い続けているこ
とが伝わってくる、本当に嬉しい取材でした。

とノートを出し書き出す習慣が醸成されているよ
うです。

ノートに書き込む子どもたち

〇子どもたちの変容
書くことへの抵抗感よりも、メモの集積が次の
思考や行動につながる実感と手応えが上回った子
どもたちですが、修学旅行の振り返りで驚きの変
容が見られました。６分割された A ４のシート
に小さな字でぎっしり記入する子どもが続出した
そうです。この実践を通して、客観的に物事を捉
え書くことができるようになり、文章量も飛躍的
に増加したことや「先の見通しを持つ」と言った
場合の「先」の範囲が広がったこと、さらには、
学校生活におけるあらゆる学びをつなげるツール
として、ノートを捉える子どもが増えたこと、な
どを先生方は成果として語ってくれました。逆に、
課題や見直すポイントとして、
・100 頁のノートは重くかさ張り回収が大変なこ
とや、破損してしまうこともあること。
・カテゴリー分けと書く位置をある程度指示して
も良かったこと。（今年は修学旅行の他はフリー）
を挙げてくれました。９年間持ち上がる、という
条件を考えれば、この成果をどのように次の学年・
校種へ持ち上げるか、その工夫が大切になりそう
です。
〇やがて卒業、そして中学校へ
取材の最後に「中学校にノートを引き継ぐわけ
にも…。」こんな話題になりました。現実的には、
このボリュームのものを、進級・進学後に活用す
ることは難しいです。
そこで、その要素を抽出し、まとめるような取
組を学期・学年の最後に仕掛けることで、改め
て学びの足跡を振り返り、メタ認知で意味付ける
機会となるのではないでしょうか。ノート自体は
きっと、子どもたちの「一生の宝物」になるはず
です。
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ノートに書き込む子どもたち

追記
取材を終えてから２か月余り。双葉小学校から
嬉しい知らせが届きましたので、後日談をお知ら
せします。
卒業アルバム用の個人写真の撮影にひと工夫を
加えようと相談し「今の自分を輝かせてくれるも
のと一緒に映ろう。」と呼び掛けました。すると、
セルフプランニングノート（子どもたちは今や「セ
ルプラ」と略称で呼ぶ）を誇らしげに抱えて撮影
に臨んだ子どもたちが大勢いたとのことです。さ
すがに予想外の展開に、先生方もとても驚かれ、
また効果を実感されたとのことです。
価値ある「一生の宝物」になった証明だと言え
そうです。

学

び

の
徒然草

未来につなげ
スポーツを通じて笑顔に
相模原市陸上競技協会
会長

神藤

昭嘉

小学生陸上教室は平成５年相模原市体育協会の
「ゆめ国体」関連事業として新設されました。今
年で 27 年目を迎え、相模原市陸上競技協会の普
及活動の柱として前期、後期にわたり 40 日の活
動日を設けて精力的に活動を行っています。これ
まで紆余曲折はありましたが、多くの皆様の協力
と努力により様々な問題を乗り越え、運営や指導
体制が整い、陸上教室のめざす方向へ機能し、子
どもたちの体と心を育む活動が確立されました。
陸上教室では運動の基礎である「走る」「跳ぶ」
「投げる」の基本動作を通して、体を動かすこと
の楽しさと重要性を伝えることを重視していま
す。小学６年生までのゴールデンエイジ（９～ 12
歳）は基本的な運動神経を養う重要な時期です。
動作や言葉を交え、子どもたちが理解できるよう
に指導者も努力しています。練習効果や学習効果
を上げるためには、指導力、練習環境を整えるこ
とが重要課題となります。関係機関のご理解をい
ただき、ギオンスタジアム・フィールドを専有で
利用させていただき、安全に練習できることに感
謝しております。指導体制も充実し、若いコーチ
からベテランコーチまで幅広く人材が揃い、陸上
教室で育った子どもたちも指導者として活躍して
くれています。上の世代から下の世代へとつなが
る理想的な体制が整ったことは陸上教室の大きな
財産になっています。
活動内容は２部構成で、１部では全員が、基本
ドリル、体幹運動等を 20 分かけて行い、２部では、
ブロック別、学年別、子どもたちの選択希望によ
り 15 人程度のグループ別練習を各グループ２～
３名の指導者を配置して行っています。教室では、
コミュニケーションを大切にしており、子どもた
ちと正面から向き合うことによって自然と信頼関
係が生まれます。子どもたちの生き生きとした表
情や笑顔が見られることは大きな喜びです。「教
えることは学ぶことである。」という言葉が示す
ように、子どもたちは鋭く敏感で、返ってくる言
葉や反応から学ぶことも多く、指導者がヒントを

もらい、次の指導に役立てています。互いに学び
合い、絆を築くことの大切さを痛感しています。
この教室から多くの子どもたちが巣立ってい
き、中学、高校、大学で陸上競技を続ける子ども
も多く、全国中学校体育大会やインターハイ、中
には日本代表として世界の舞台で活躍する選手も
いて、頼もしく感じるとともに、活躍を楽しみに
しています。
近年スポーツへの関心、情熱は高まり、スポー
ツの力が広く社会生活に大きな役割を果たしてい
ます。「スポーツ宣言日本」の発表、「スポーツ基
本法」の制定により、国民の誰もが自主的にスポー
ツを行う権利の確保が明文化されました。体を動
かすことの喜び、楽しさ、練習を乗り越えた時の
達成感を小学生の時点で経験できることは重要な
ことだと思います。
「走る」「跳ぶ」「投げる」という基礎的な動き
を取上げ、学校とは違う人間関係で、多くの仲間
と交流の輪が広がり、スポーツへの愛好心を育む
場としてこの教室がその役割を少しでも担うこと
ができれば幸いに思います。
今後も地域に根ざした夢・感動・笑顔があふれ
る健全な活動の輪を広げ、未来につなげていける
よう、努力をしてまいりたいと思っています。
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学

び

の
徒然草

今日を生きる
ピアニスト・音楽家

佐藤

悠貴

（相模原市出身）

【今日を生きる】
保育や幼児教育、介護や福祉の勉強を経て「子
どもも大人も誰にも明日がある」保障は誰にもな
いと思うようになりました。そんな中で自分が今
日何が出来るか、何をするべきか、どう思うでしょ
うか。これは決して刹那主義的な考えではありま
せん。
【夢】
幼い頃の夢は、何と書いたでしょうか。私はそ
の場しのぎで書いていました。心の中では音楽を
仕事にしたいと思っていましたが、「音楽を仕事
になんて無理」と言われていました。父はピアノ
を習うことすら否定していました。母は「やりた
いことなら」と応援してくれましたが、ピアノで
食べていくのは難しいと現実を提示してくれまし
た。母がピアノのレッスンに通わせてくれ、母と
祖母がアップライトピアノを買ってくれたおかげ
で、大きくなった私は夢を叶えることができまし
た。奨学金返済を機にピアニストとして仕事を始
め、2018 年は約 130 件の披露宴・挙式での演奏を
担当しました。少しずつではありますが前に進ん
でいます。
私がもしも幼い自分に助言できるのであれば、
「夢は叶えられるよ。」と言いたいです。叶うので
なく叶えるのです。やったことのない蚊帳の外の
人が想像で無理と言うのです。優しさからの助言
ですが幅を狭めてしまうと感じます。
【多数と違うこと】
「変わっているね。」他者から様々なことについ
てかつて言われていた言葉でした。当時は嫌で仕
方なかったです。今では、他者と違うからこその
自分だと考え、誉め言葉だと思うようにしていま
す。ピアニストと聞くと、音大出身だと思われま
すが、通っていません。「当たり前」から見たら「変
わっている」のでしょう。平均値を取っていれば
安心なのでしょうか。人は皆違うのです。多数が
進んでいたり、考えていたりしていると安心しま
すが、それだけが正しいのでしょうか。
【からふるテラス】＊
「支援する側はしてあげるのではなく、共に歩
んでいく」それはマイノリティへの支援だけでな

く、全ての他者理解において必要だと思います。
承認欲求や、自己肯定感が不足している現代で何
ができるでしょうか。言葉だけの多様性や他者理
解は不要で、実現が必要です。2019 年には、校内
教職員研修において、講師として LGBTQ+ につ
いてお話をさせていただきました。研修をしてい
る時点では「進んでいる」学校ではありません。
「進
んでいる」と認識している学校が実は遅れている
のです。理解できないと言った考えは間違っては
いないと思います。その考えはその人なりの答え
なのです。しかし「認めない」は違います。「多
数の当たり前が、誰にとっても当たり前になれば」
と願っています。
【恩師との出会い】
「憧れや前例はつくるもの」
「演奏には愛を」
「人
生燃えて生きるべし」
これらは自分の人生観を変えた恩師たちの言葉
です。
前例がないとな
かなか動き出せな
い 世 の 中 で す が、
やりたいことはや
るべき、主張はしっ
かりとするべきだ
と 思 い ま す。 限 ら
れた人生の中で同
じ空間に居て対峙
するからこそでき
る「寄り添うこと」
こそ愛だと思いま
す。 こ れ は 自 分 が
生きている上で大
切にしていること
です。
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＊からふるテラス
LGBTQ+ への正しい知識や理解の推進・啓発活動
を行う団体

ǘƨƠƷȯȳȝǤȳȈ
東林小の運動への取組と体育の物品管理
東林小学校

教諭

篠﨑

１

はじめに
東林小学校では、体育科の研究を推進していま
す。本校の研究では、「夢中になって学ぶ（表現）
子」をテーマに日々授業実践を行っています。
２ 実践内容
（１）わくどきタイム
①概要
わくどきタイムとは、毎週月、水、金曜日の朝休
みの時間（８時 15 分～８時 25 分）に全校児童が外
に出て、バスケットボールやサッカー、一輪車など
の様々な遊びを行っている休み時間の取組です。
②目的
朝、体を動かすことの心地よさを味わい、朝活動
をするきっかけをつくることや、外遊びの仕方を知
り、好きな遊びを行い、運動することの楽しさを感
じることができるようにしています。
朝から日の光に当たることで脳内で働く神経伝達
物質のひとつであるセロトニンの分泌量が増え、朝
からすっきりとした状態で学習に入ることができ、
集中力も増すと言われています。また、外遊びを通
して、人との関わりや遊び方を考える経験ができま
す。
③内容
〇活動場所
子どもたちが安全に活動できるように、活動場
所を決めています。例えば、バッティングゾーン
やサッカーゾーン、バスケットボールゾーン、縄
跳びゾーンなどに分けられています。また、安全
に活動できるように各エリアに教職員を配置した
り、より子どもが楽しめるよう、一緒に遊んだり
しています。

〇子どもの主体的な様子
朝、わくどきタイムの時間に自分が遊びたいこ
とを友だちに声をかけ、順番やルールを守って楽
しく遊んでいます。また、子どもたち自身が遊ぶ
場に道具を持って行き遊びます。わくどきタイム
の終了の放送が流れると自分が遊んでいた道具を
元の場所に戻すところまで子どもたちが行ってい
ます。
④今後の方向性
これからのわくどきタイムでは、外部のダンス
チームと連携し、子どもたちの心と体を開放する取
組を行っていきます。また、学校の経営方針に位置
付けられている「東林ブランド」の取組の一環であ
る会社（ボランティア活動）を立ち上げ、様々な大

祐太朗

会や活動を行うことができるようにしていきます。
（２）児童と教師が利用しやすい体育倉庫
①目的
児童と教師が利用しやすい体育倉庫の工夫をする
ことで、どこに何を置いてあるのかが明確になり、
誰にとってもどのように片付ければいいのかがすぐ
に分かります。また、本校の研究にある学び方とい
う視点からも、準備・片付けを子どもたちが声をか
け合い、考えて取り組むことにつながると考えてい
ます。
②具体的な手立て
〇看板の設置
どこに何を置くのか、視覚的に分かるようにし
ています。これによって元の場所に子どもたちが
片付けることができます。
〇道具の整理の工夫
本校では、洗濯かごを使い、同じ道具を一つに
まとめています。そうすることによって、バラバ
ラになることもなく、活動場所にまとめて持って
行くことができます。
〇テープやラインの枠
体育館では、赤・青・緑・黄のテープが貼ら
れています。色ごとに置くものを分けています。
例えば、緑はマット、青が跳び箱、黄はボール台、
赤はフラフープと色分けをしています。また、屋
外体育倉庫では、床にペンキで枠を作り、ボール
かごなどを決められた場所にしまい、倉庫内の通
路の確保も行っています。

〇体育倉庫内のレイアウトの変更
高跳びのスタンドやハードルなどの大きな用具
は、学習をする単元によって出し入れしやすい位
置に変えて置くようにしています。
３

おわりに
東林小学校では、子どもたちの主体的な活動をめ
ざし、わくどきタイムの取組や体育倉庫の物品管理
の工夫をしてきました。子どもたちが活動しながら
試行錯誤し、その結果「できた。」という達成感に結
びつくことに役立つように環境を整えています。ま
た、体育科は子どもたちの表現する力がとても発揮
される教科だと思いますので体育に関する活動の際
にはそのことも意識しています。
今後も、子どもたちが生き生きと取り組むことが
できるために日々改善と実践を繰り返し、子どもた
ちの「夢中」を引き出すことができるようにしてい
きたいと思います。
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ǘƨƠƷȯȳȝǤȳȈ
たの

子どもが「楽しい（愉しい）」と思えるユニバーサルな支援・指導
～

音楽「で」、自立への力を高める

鶴園小学校

教諭

松岡

１

はじめに
私自身、特別支援学級の担任は、17 回目にな
ります。今回は、私を含め本校の特別支援学級の
担任で行っている、子どもが「楽しい（愉しい）」
と思えるユニバーサルな支援・指導」を音楽の学
習を中心に紹介したいと思います。
２ 実践内容
（１）将来の自立を意識した支援
例えば、リコーダーの演奏が苦手な児童がいた
時には、次のようなことを考えます。
・眼、指先等、苦手さがどこにあるのか、まず苦
手さの原因をつかむ。
・リコーダーが今、本当に必要なのか。将来、こ
の児童にどういかされるのか。
・リコーダーが「できない自分は、だめ」と自己
肯定感を下げていく原因になっていないか。
自分の今の力で解決できない課題「～しなけれ
ばならない」に縛られ、つらい思いをしている児
童がいないでしょうか。特別支援学校の学習指導
要領に「困難を主体的に改善・克服する」という
言葉があります。本学級では、自分の苦手なこと
を理解し、正しい言葉で伝え、サポートを受ける
ことが社会の中で自立する時にとても大切な力に
なっていくと考え、児童にその力もつけていける
よう支援を続けています。「リコーダーが難しい
ので、手伝ってください。」と苦手な児童が言え
た時に成長を感じ、嬉しく思います。
（２）簡単楽譜
次のステップとして、楽器の演奏が苦手な児童
が楽しく演奏できる支援を考えます。その１つと
して、通常の楽譜で演奏することが難しい児童の
ために、次のような簡単楽譜を作成しています。
☆リコーダーの簡単楽譜（図１）
・音階を文字、音の
長さを矢印、その
下に指の押さえ方
図１
を示す（キツネの
絵は、高いド）。
☆鍵盤ハーモニカの簡単楽譜（図２）
・ 色 で 音 階 を 示 し、
同じ色のシールを
図２
鍵盤に貼ることで演奏しやすくする。
音楽発表会の学年合奏では、各学年の合奏曲の
簡単楽譜を作成し、通常の学級の児童にも紹介し、
貸し出しています。学年集会等で、「苦手なこと
を隠さず、認めて、挑戦することって、かっこい

大輔

～

い。」と話をして、簡単楽譜を紹介するようにし
ています。簡単楽譜を使う本人だけでなく、周り
の児童にも「苦手＝がんばれること、応援できる
こと」と、インクルーシブな価値観を持てるよう
になることをねらいとしています。実際、毎年１
割弱ぐらいの通常の学級の児童が「先生、がんば
るので貸してください。」と借りにきます。
（３）音楽「で」、力を伸ばす
さらに、特別支援学級の音楽の授業では、音楽
「を」学習するだけでなく、音楽「で」社会の中
で楽しく生活できるための力を高められるよう次
のような学習・支援を行っています。
・順番で行う活動を多く取り入れ、自分の順番が
来るまで座って待つ（待てる力）
・自分や友だちがよくできた時には拍手やハイ
タッチをし、一緒に喜ぶ場面を多くする（認め
合い、喜ぶ力）
・トーンチャイム等、楽器
を 分 担 し、 一 つ の 曲 を み
んなで作り上げる（協働、
楽しむ力）
・リズム作り等の学習で、話
し合いの仕方を視覚化し
たカード（図３）を使い、
自分の考えを伝え合う（考
え を 伝 え、 聞 く こ と が で
図３
きる力）
このような支援を通じ、高まった力が他の教科
や交流及び共同学習、生活でいかされています。
特別支援学級の体育では、２チームで勝ち負けを
競いながら楽しくボールゲームができたり、マッ
ト運動で順番を守り、技を見合ったりすることが
できています。
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３

おわりに
今後も「楽し（愉し）ければ子どもは動く（動
かないのは、楽しくない）」を合言葉に、全校の
児童・保護者・職員にインクルーシブ教育の考え
方を伝えていきます。さらに個々のよさや特性を
考えた支援・指導がさらに広がっていくよう、校
内でのインクルーシブ教育の発信基地としての特
別支援学級の役割を果たしていきたいと思いま
す。

ǘƨƠƷȯȳȝǤȳȈ
人と人としてつながるために
内出中学校

教諭

小森

１

恵

はじめに
②生徒との個別の
私は普段「教師と生徒という立場ではなく、人 関 係 づ く り と は 別
と人としての関係づくり」を意識しています。実 に、 学 級 と の 関 係
践内容①では、私が生徒との関係で意識している づ く り の 一 つ と し
ことについて、事例をもとに紹介させていただき て「 手 書 き 」 の 学
ます。この事例では、解決策を提示して「こうし 級 新 聞 を 発 行 し て
なさい」と諭すこともできましたが、そうしなかっ い ま す。 以 前 は 私
たことで見えてきたことについて伝えます。
も PC で 作 っ て い
実践内容②では、私が本校で発行している学級 ま し た が、 あ る 時
新聞を紹介します。何故この書式になってきたの 「別に大切なこと書
か、発行していくことで生徒にどのような反応が い て な い し 」 と 言
あったのかを紹介させていただきます。
い な が ら、 生 徒 が
机に学級だよりを
２ 実践内容
入れている様子を
①美術の授業で、イメージをもとに作品を作り、 見て、一時期、学級新聞を作ることを止めていま
それを学校の好きな場所に飾るという学習を行い した。いつどのように再開しようか模索していた
ました。その際、女子生徒 A が作品について考え とき、職場の先輩が学年便りを手書きにしている
たことを私に話し、感想を求めてきました。
姿を見ました。書かれた学年便りの字は美しく、
Ａ：「いつもバスケの練習しているコートに理想 PC で出力された文字では出せないその素朴な風
のシュートフォームの作品を作ろうと思うん 合いは心地よく、書かれている情報が自然と目に
だけど、どう？」
入ってきました。「これだ！」と思いました。
私：「そうなんだね。理想のフォームの作品を作
読んでもらうために私ができることを工夫する
りたいんだね。どうして理想のフォームを作 ことで、生徒たちは楽しんで読んでくれるように
りたいんだろう。」
なりました。面談などでは、保護者の方から「お
Ａ：「だって、シュート決めると目立てるから。」
便りを毎回読んでいます。」「絵が可愛いですね。」
私：「目立てるんだ。」
などのお言葉をいただくこともあり、保護者の方
Ａの友人：「目立つためにやってんの？」
も目を通してくれるものになっていることに嬉し
Ａ：「うん。」
くもあり、プレッシャーを感じてもいます。
私：「シュート決めるとどんな感じ？」
Ａ：「安心する。」
３ おわりに
私：「安心するんだね。シュートが決まらないと
今回の原稿を書くことで、自分が取り組んでき
チームメイトにも迷惑かかっちゃうしね。」
たこと、もっと取り組みたいことが見えてきまし
Ａ：「うん。あれ緊張する。」
た。今後も、生徒同士や生徒と私との間に解決す
私：「そうなんだね。シュートを決めると安心す べき問題が起こった際には、解決方法を私が一方
るから、理想のシュートフォームを作りた 的に決めるのではなく、双方が納得できる方法を
かったんだね。シュートをする前はどんな感 探っていきたいと思います。生徒の思いを聴くこ
じなの？」
とを大切にして、生徒の中で「今、何が起こって
Ａ：「不安。ドキドキする。」
いるのか」に集中することを心がけたいと思いま
私：「ドキドキするんだね。」
す。なぜなら今までの経験で、私自身も思いを十
Ａ：「あ、私、ハートの形をつくることにする。」
分に聞いてもらえる環境であれば、安心して話す
始めは、モヤモヤとしたものを感じている様子 ことができたので、生徒にも同じように安心して
だった A でしたが、私とのやりとりを通じて、
「理 話すことができる環境を整えたいからです。
想のフォーム」から「ハートの形」へと A 自身が
私は、学びの途上ですが、失敗しながらでも、
考えを整理することができました。「自分で決め 実践することは意味があると感じています。今後
た」という晴れやかな表情で制作に取り組んでい も、実践と振り返りの連続で日々の生活を紡いで
く姿が印象的でした。
いこうと思います。
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ǘƨƠƷȯȳȝǤȳȈ
学校保健安全委員会を活用した健康教育
上溝南中学校

総括教諭 （養護教諭）

１

はじめに
昨今、社会環境や生活様式などの変化に伴い子ど
もたちの健康問題が多様化・深刻化してきており、
各校において家庭や地域社会との連携強化が求めら
れています。こうしたことを受けて、本校でも生徒
と保護者、学校医をはじめとする関係機関や地域住
民との連携強化を図る目的で学校保健安全委員会を
設置し、組織的に活動しています。
本校において、平成 29・30 年度に取り組んだ内
容を次のとおり紹介します。
２ 実践内容
テーマ：「災害時に私たち中学生ができること」
地震や風水害などの災害時には自助・共助の精神
と行動が重要とされています。地域の一員として自
分たちに何ができるかを考えさせ、防災への意識を
高めるとともに、具体的に行動できる力を育成した
いと考えこのテーマを設定し取り組みました。
〇平成 29 年度
①アンケート調査及び発表
福祉委員会が「災害時に自分たちができること」
についてのアンケート調査をし発表しました。生徒
からは、〈避難所の受付や設営の準備の手伝い〉〈物
資や食料の運搬、分配、配布〉〈炊き出しの手伝い〉
〈高齢者への声かけ、避難所への誘導、話を聞く〉〈幼
児と遊ぶ、勉強を教える、本の読み聞かせ、見守り〉
〈病人やけが人の手当て補助〉などの意見が挙げら
れました。中には〈いろいろな人に話しかけて場を
明るくする〉という中学生らしい意見もありました。
②身近な物を活用した防災グッズ作り
＊生徒が作成した
防災グッズ
＊ 段 ボ ー ル： イ ス・
貯水タンク・災害
時用トイレなど
＊ゴミ袋カッパ
＊新聞紙：スリッパ・
食器・小物入れ
＊ラップ：5 ｍのロー
プ・包帯・三角巾
＊ペットボトル：浄
水 器・ シ ャ ワ ー・
簡易ランタン
＊キッチンペーパー
マスクなど
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鈴木

芳子

〇平成 30 年度
①防災安全マップ作り
９月の集団下校訓練時に全校生徒が調査した通学
路の危険箇所や、防災マップで調べた避難所、浸水
危険箇所などを福祉委員会の生徒がまとめ、防災安
全マップを作成しました。また、グーグル衛星マッ
プを活用し、主な危険箇所についての画像資料を安
全担当職員と委員会生徒が作成し、昼食時に全校で
視聴し啓発につなげました。
②地域との連携
１年目に発表した「災害時に自分たちでできるこ
と」の内容を保護者や地域の方々にも知ってもらい、
いざとなった
時に行動化で
きるようにす
ることを目的
として避難所
を運営する自
治会長や相模
原市危機管理
課の職員、保護者と一緒に話し合い、助言をいただ
き、地域との連携を図りました。
生徒の感想に「自分の地域の危険な所や防災につ
いて考え直す良いきっかけになった。中学生の自分
たちでも災害時に人の役に立てることを学んだの
で、もし災害が起きた時には地域の人の役に立てる
ようになりた
い。」「 段 ボ ー
ルや新聞紙
グッズの知恵
を避難所や被
災地域で活用
したい。」など
積極的な意見
が多数みられました。また、公民館福祉まつりや自
治会の集会にも展示する機会をいただき、生徒の活
動を地域に広げることができました。
３

おわりに
学校保健安全委員会を実施するにあたって大切に
していることは、「生徒の健康実態に即したテーマ
を設定する」「生徒の主体的活動を重んじる」「参加
して良かったと思える内容にする」「事後の取組に
つなげる」の４点です。今後も生徒の心身の健康に
寄り添いながら、楽しんで実践していきたいと思い
ます。

教育研究員研究
プログラミング的思考を育成するためのカリキュラムに関わる研究
～プログラミング教育における小中学校系統立てたカリキュラムの開発～
大野台中央小学校
九沢小学校
相原中学校

教諭
教諭
教諭

１

佐藤奈津美
木原 智裕
荒木 佑輔

どのような研究を行っているか
令和２年度に小学校、令和４年度に高等学校で
プログラミング教育が必修化され、すでに必修化
されている中学校と併せて子どもたちは小、中、
高と、学校教育の中でプログラミングについて学
んでいくことになります。
しかし、プログラミング教育を小学校から学ば
せることは、時代の進展の速さに応じるかのよう
に急に決まりました。そのため、カリキュラムを
i
ⅱ
編成するに当たっては「〇どのような教科で」
「○
ⅲ
どのような内容の授業を」「○どのように配列す
れば良いのか」といったことの考え方や具体が、
特に小学校では明確に示されていません。そこで、
私たちはこれらについて研究し、小学校１年生か
ら中学校３年生まで系統立てた、相模原市のプロ
グラミング教育モデルカリキュラムの開発の研究
を行っています。

現在の研究の様子
i
プログラミングの体験を「○どのような教科で」
ⅱ
「○どのような内容の授業を」行えば良いのかを
明らかにするために、先行研究や様々な授業実践、
そして新しい学習指導要領の内容を調査し検討し
ました。
その結果、各教科等における次の学習場面（表１）
でプログラミングの体験を取り入れた授業を計画
しやすいと考えました。

「㋐自動で人がいるか判断する機械には、センサー
と、その動きを制御するコンピュータが入ってい
る」ということを知り、
「㋑センサーとコンピュー
タを使うときには、センサーが感知した場合と感
知していない場合の、両方の手順を決めなければ
いけないんだ」という考え方や、「㋒家の玄関に
も使えるものをつくれないかな」という問題解決
をしようとする気持ちを育てます。
学校では、社会の仕組みを、どのような職業に
将来就くにかかわらず教えています。農業や工業、
芸術やスポーツ、サービスに関わることなど、様々
なことを授業での体験を通して子どもたちは学び

「①コンピュータを活用した社会で行われてい
る問題解決を体験的に学習する場面」とは、各
教科等の体験的な学びで学習する内容に、コン
ピュータが関係している場面のことです。例えば、
社会科で工業の内容を学ぶ場面で「工場で働く人
たちの苦労や工夫」を体験的に学ばせることがあ
ります。現代における工業では、コンピュータを
活用することで効率化、安全確保、環境配慮を行っ
ています。それらのことは、調べ学習だけですま
せるよりも、実際にプログラミングの教材を使っ
てモデルを作成（図１）したり、その中で問題解

ます。コンピュータやその活用による問題解決も
その１つである、というのが、プログラミング教
育を小学校から必修化する大きな理由なのです。
３

表１ プログラミングの体験を設定しやすい学習場面
抽出可能と判
プログラミングの体験を設定しやす 断した場面が
い学習場面
多かった教科
の例
２ プログラミング教育とは
①コンピュータを活用した社会で行 社会，音楽，
プログラミング教育とは、授業での「プログラ
われている問題解決を体験的に学 家庭，技術，
ミングの体験」を通して「㋐私たちの身の回りに
習する場面
理科など
当たり前にある、けれども実は仕組みをよく知ら
理科，音楽，
ないコンピュータについて知り」
「㋑それらを使っ
② コ ン ピ ュ ー タ を 認知の補助
体育
た問題解決に必要な考え方」や「㋒問題解決をし
ツールとして活
技能の補助
算数，音楽
ていこうとする気持ち」を育てる教育です。
用すると有用な
表現の手段
国語，図工
例えば、理科の授業で「人がいると自動で点灯
場面
試行錯誤の補助
算数，数学
する照明のプログラムをつくる体験」を通して、
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決のために試行錯誤したりする経験が、より「工
場で働く人たちの苦労や工夫」について深く学ぶ
ことにつながります。このような学ぶ内容にコン
ピュータが関係している場面はその他の教科にも
多くあり、プログラミングの体験を入れた授業を
設定しやすいと考えます。

図１

その他にも、技能の補助の場面も考えられます。
音楽の授業で、子どもが旋律を自由な発想で制作
しようとする時、鍵盤ハーモニカをその道具とし
て使用すると、鍵盤ハーモニカを操作する技能の
習得状況によって、その先の発想や確かめを行う
ことができるかどうかが制限されてしまいます。
しかし、プログラミングの教材で旋律を制作する
ことで技能の習得状況にかかわらず、音階やその
入れ替えの試行錯誤を子どもは自由に行うことが
できるのです。これは中学でも同様です。（図３）

工業製品のモデルをプログラミングしている
場面

「②コンピュータをツールとして活用すると有
用な場面」とは、学習のツールとしてプログラミ
ング用教材を用いることで、学習がより有用にな
る場面のことです。
例えば、授業における子どもの認知の補助をす
る場面が考えられます。理科では空気の温まり方
を学ぶ場面がありますが、本市では線香の煙の流
れ方で仮説を検証する方法が一般的です。しかし、
センサーを複数教室内に置き、どのような順番で
温まるかを測った方がより正確に温まる順番やそ
の時の温度を「認知」することができ、検証を行
えます。（図２）そのために、子どもは、センサー
から一定時間ごとに数値を取得し記録するプログ
ラムをつくります。

図２

センサーで室内の温度を測っている場面
※画面の色はサーモインクに見立てている
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図３

音楽の旋律をコンピュータで制作する様子

その他、国語の時間に子どもがつくった物語の
続きを表現する手段に活用したり、コンピュータ
のつくる、修正しやすい、という特徴をいかして
算数のロジックを試行錯誤させたりする場面で
も、プログラミングの体験を取り入れた授業を設
定することができると考えています。
４

今後の研究の予定
プログラミングの体験が行えそうな各教科等の
ⅲ
学習場面を取り出した後「○どのように配列すれ
ば良いのか」について、現在検討しています。
そのためには、まずプログラミング教育でどのよ
うな力を子どもたちに育てるのかについて、発達
の段階に応じた姿を明らかにする必要があると考
え、その段階表を現在作成しています。
そして、その段階表に従って、プログラミング
の体験が行えそうな学習場面の課題設定を行った
授業案を、小学校では１学期に１回程度、中学校
では、中１で数学、中２から中３では技術・家庭
科技術分野の授業で行うモデルカリキュラムと、
そのカリキュラム集の作成を行っています。
皆さんに使ってもらえる成果になるよう、最後
まで頑張りたいと思います。
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プログラミング教育推進において

横山小学校

教諭

向田

明伸

一昨年度は４年生の算数「がい数の表し方」、昨年度は５年生の「偶数と奇数、倍数と約数」で、
「Scratch2.0」を活用して授業実践に取り組みました。しかし、当時は「教科の中でプログラ
ミング教育を導入するのは難しいのではないか。」「プログラミング的思考を育成するには、プ
ログラミングソフトを扱わなくてもよいのではないか。」と感じ、私自身が必要感をもつまで
に至りませんでした。また、コンピュータを操作することや、今年度本校にも導入された「LEGO
WeDo2.0 Ⓡ」のようなものを扱うことが得意な方ではなく、とても抵抗感がありました。
そのような中、前号の特集がプログラミングに関する学習の大切さを２つの視点から示して
くれました。１つ目は、「子どもたちに私たちの社会がプログラミングによって支えられてい
ることに気付かせること」という視点です。子どもたちは、センサー付きのトイレやエレベー
タから「便利だな。」とは感じても、「プログラムによって社会は支えられているな。」と感じ
ることはほとんどないはずです。２つ目は、「今の子どもたちが大人になる頃には仕事が減り、
よりコンピュータを使いこなすことが欠かせない能力となってくること」という今後の社会情
勢からの視点です。子どもたちが将来の自分を見つめることにもつながるのではないでしょう
か。
プログラミング教育推進のためには、低学年から系統的に情報活用能力を育成することも必
須であるため、全学年の年間指導計画を見直すことなど問題は山積みです。まずは我々教職員
が、定期的にプログラミングソフトに触れる機会を設けることから始めていきます。

楽しんでプログラミング教育を

大島小学校

教諭

髙橋

優太

数年前に、「10 年後になくなる仕事」が話題になったかと思います。今まで人が従事してい
た仕事は、より速くより正確に行うことができるロボットや AI などに置き換わるだろうとい
う話でした。この話が話題になった時に、仕事に限らず、様々な場面で方法や考え方が変化し
ていくのだろうなと思ったものです。
そうした時代の変化に合わせて、プログラミング教育が必修となりました。以前、私は、算
数「偶数と奇数」や「概数」の学習で、「Scratch」を用いて答えを導く授業を行いました。子
どもたちは、パソコンの操作に戸惑い、プログラムの組み合わせ方を悩みながら行っていまし
た。しかし、自分が組んだ指示に従って答えを導き出すことができるようになると、どの子も
とても意欲的に取り組んでいたのが印象的でした。活動を通して、特に私が重要だと思ったの
はプログラミング的思考です。物事の手順を考え、再構築するという考え方は、様々な場面で
応用できるものだと思います。改めて、プログラミング教育の必修化により、楽しみながら試
行錯誤することで、子どもたちに論理性やコンピュータの活用に慣れる力等を身に付けさせる
必要があると感じました。
また、私たち教員にも、試行錯誤しながら変化に対応していくことを求められているのだと
思います。他の先生方の実践を参考にして、授業や単元構成を考え、楽しみながら子どもたち
と向き合っていきたいです。
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始まるよ！プログラミング教育

子どもたちの可能性を広げるプログラミング教育

上溝中学校

教諭

飯尾

知子

「プログラミング教育」という言葉に、最初は少なからず抵抗感を持っていました。「プログ
ラミング」で何をめざすのか、見えていなかったからです。
しかし、前号の掲載の記事を読んで、得心が行きました。プログラミングでは、まず、自分
が意図する活動の実現のために必要な動きを論理的に考え、記号化します。記号化するという
ことは、個人の語彙力、表現力に左右されることなく、同じ結果を得られる表現方法に変換す
るという作業です。子どもたちは、プログラミングによって言葉による表現とは異なる新しい
創造や表現方法を手に入れることができるのだ、ということに大きな可能性があると感じまし
た。また、記号化したものを意図した動きに近づけるため試行錯誤して修正・改善を重ねる中
での「試行錯誤」は思いつきでするものではなく、何をどの順番で行い、それが目的に対して
妥当なのかを検証しながら進めていきます。これには多くの知識を結び付けていくことも必要
です。プログラミング的な思考を働かせることは特定の教科だけで行うものではなく、どの教
科であっても取り入れていくことができるものだと感じました。
さらに重要なのは「プログラミングする」という体験を通して、社会のシステムは誰かが試
行錯誤して創り出したものであると気付かせることだということです。社会の様々なしくみや
技術に対して「これを作った人はすごい。」「自分もこんな技術で社会を支えたい。」と感じら
れる心や、そのしくみや技術が生み出されるまでの工夫や努力といった見えない部分に対する
興味や想像力を育てることができたら素晴らしいと思います。

AI 時代を生きるための「プログラミング的思考」の必要性

弥栄中学校

教諭

森

良太

先日、映画館に行った時に、人が対応する受付がなくなり、全て発券機になっていました。
今後、コンピュータをはじめとした AI の時代がやってくることを想像する出来事でした。
プログラミング教育と聞いて、なんだか難しく、ロボットやコンピュータを自分の思い通り
に動かせるようにする、専門性の高い技術を教育するというイメージで、国語科の私には全く
縁遠いもののように考えていました。しかし、前号の特集を読み、プログラミング教育をする
ことはとても大事だという、全く違う考え方に変わりました。
私が特に大事だと感じた部分は、「プログラミング教育のねらいの『プログラミング的思考』
を育む」という点です。前号の特集を読み、「プログラミング的思考」とは試行錯誤をしなが
ら物事を単純化し、論理的に組み立てていくという思考方法だと知りました。国語科としては、
推敲しながら文章を書いたり、スピーチで自分の意見を考えたりする時などの場面でとても大
切な思考方法だと思いました。同時に、国語科としてだけでなく、自分の考えをまとめ、アウ
トプットするということは、これからの AI 時代を生きる子どもたちにとって、とても必要な
力だと感じました。
映画館の発券業務が無人となっている今以上に AI が活躍する時代に生きる際に必要なこと
は、自分の考えを豊かにアウトプットできる力を持つことだと思います。それができるように
なるために、「プログラミング的思考の育成」といった点を踏まえて授業づくりや教育活動を
していきたいと感じた特集でした。
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ラ
･ ーニングを探る

『確かな学力』を育む

～授業デザイン力を高める校内研究～

生活体験調査から見える姿

～子どもたちの人間関係は今！～

学びを実感

～その授業づくりに向けて～

教 室 の Ｉ Ｃ Ｔ化 で 『 学 び 』 は ど う 変 わ る か

～ Ｉ Ｃ Ｔ の 利 活 用 で 変 わ る 学 び と 変 わ ら な い 学 び を 探 る～

アクティブ

～ 資 質 ・ 能 力 を は ぐ く む 授 業 づ く り～

一人ひとりが大切にされる教育

～子どもを取り巻く状況から考える～

一六三 始まるよ プログラミング教育
一六二
一六一
一六〇
一五九
一五八
一五七

～認め合い、支え合う学級づくり～

共に学び共に育つための支援教育

平成三十年十二月

平成二十九年十二月

平成二十八年十二月

平成二十八年三月

平成二十七年九月

平成二十七年三月

平成二十六年九月

平成二十六年三月

平成二十五年九月

一五六

一五五 さがみはら教育のよさとは

平成二十五年三月

平成二十四年三月

平成二十四年九月

一五四 情報活用の実践力を育む

一五三 『学校と地域の連携・協働』は今！
～遊びと人間関係づくり～

子どもの遊びを考える

平成二十三年七月

一五二

一五一 進め！言語活動

発行年月

平成二十一年三月

平成二十一年七月

平成二十二年三月

平成二十二年七月

平成二十三年三月

特集の内容

Ｉ Ｃ Ｔ時 代 の 子 ど も た ち

～携帯電話の利用実態から～

新学習指導要領への対応

～その課題と展望～

子どもの『やる気』を引き出す

～ や る 気 ス イ ッ チ Ｏ Ｎ～

『さがみはら教育』の継承と発展

～今こそ、教育の夢を語ろう～

一五〇 学校の情報化を考える
一四九
一四八
一四七
一四六

号数
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特集「新学習指導要領の実施に向けて」は、いかがでしたか。
取材させていただいた学校の実践報告には、指導する先生方の熱い思いがあふれていました。
各学校の実践報告に共通するキーワードは、「学びのつながり」ではないでしょうか。全ての取
組に、子どもたちの学びが将来につながることを意識できるような働きかけや工夫がありました。
小学校学習指導要領総則の前文には、「幼児期の教育の基礎の上に、中学校以降の教育や生涯
にわたる学習とのつながりを見通しながら、児童の学習の在り方を展望していく」と、学校がめ
ざすべき方向性について明示されています。中学校学習指導要領総則の前文にも、同様の記述が
あります。さらに、本特集のインタビューにおいて、筑波大学 藤田晃之教授は「学びのつなが
りを示している学習指導要領の理念の実現のために、『キャリア教育』が重要な役割を担ってい
る。」と語っています。本市教育委員会でも、令和元年７月 11 日にキャリア教育推進委員会を開
催しました。藤田教授や青山学院大学 陸上競技部長距離ブロック 原晋監督をはじめとする学
識経験者や教育現場の代表などから、本市キャリア教育推進の取組内容や施策の方向性について、
意見や助言をいただきました。
子どもたちが未来を切り拓いていくためには、学びのつながりを日々の教育活動で実践するこ
とが大切です。しかし、それは、新たな教育内容を加えていくことではありません。これまでの
教育実践を「今の子どもたちの学びを将来につなげていく」という視点で見直し、改善を図るこ
とで、より効果的なものにするという教員の意識改革が、求められているのではないでしょうか。
また、市民の方々に執筆していただく「学びの徒然草」では、相模原市陸上競技協会の神藤会
長とピアニスト・音楽家の佐藤氏に各々の活動について執筆していただきました。お二人からは、
子どもたちへの熱い思いが伝わり、同時に教職員の今後の教育活動に確実につながる貴重なお考
えを伺うことができました。
最後に改めて、本号の編集に際し、原稿執筆及び取材、写真提供等にご協力いただいた皆様に
心より感謝申し上げます。
ホームページアドレス
http://www.sagamihara-kng.ed.jp
Ｅメールアドレス
sec@sagamihara-kng.ed.jp
※本冊子の無断引用・転載・複写を禁じます。
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