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巻頭言

相模原市教育センター

「改めて考える

所長

生きることは学ぶこと」

大学時代、教授から言われた忘れられない言葉
があります。
「君たちは受験を中心として、正しい知識を記
憶したり、正解を導き出したりすることに取り組
んできましたね。しかし、これからは答えのない
こと、誰にも分からないことを一生懸命考えても
らいます。それが、大学の学びです。」
この言葉に、ワクワクというよりは、戸惑いを
感じました。「ひょっとして、この先生は何にも
教えてくれないのかもしれない。」「この授業を選
んだのは、失敗だったのかもしれない。」
しかし、私の予想は、良い意味で裏切られまし
た。今では珍しくありませんが、毎回の授業は協
議が中心でした。正解がないと分かっているので、
私も安心して自分の考えを論じることができまし
た。ただし、自分の考えに根拠や論理性がないこ
とを痛感させられることが多く、「次回こそは。」
と、予告されたテーマを書き留め、備えるように
なりました。インターネットのない時代、図書館
に通い詰めても何の資料も見つからないことも多
かったように思います。それでも、なんとか自分
なりの答えを見つけようとしていたことだけは、
今も記憶しています。
話は変わりますが、この１年間は自然災害や感
染症への対応を迫られ、誰もが大きな影響を受け
ました。できていたことができなくなり、できな
かったことができるようになりましたが、正解が
見つからない中で、懸命に考え、実行することが
求められています。世界中で、広い視野で考えた
り、先を見て行動したりすることの難しさを突き
つけられているように思います。普段、子どもた
ちに「勉強しなさい。よく考えなさい。」と言っ
ている私たち大人が、どのように考え行動するか



淺倉

勲

を問われ、試されているのです。そして、子ども
たちは行動が制限される現状を受け止めつつ、大
人の発言の様子や行動を実によく見ています。
さて、本年度は、本市における教育が目指す方
向性を示した「第２次相模原市教育振興計画」に
基づく教育施策がスタートしました。この計画
では、超スマート社会や人生 100 年時代の到来、
グローバル化の進展と持続可能な開発目標などの
社会情勢を踏まえ、「共に認め合い 現在（いま）
と未来を創る人」を目指す人間像としています。
子どもたちが持続可能な未来の担い手として自分
の役割を果たし、自分らしい生き方を実現するた
めの力を身に付けることができるよう、キャリア
教育、学びの連続性を意識した教育活動の展開、
学力の向上に向けた取組の推進等の施策が明確化
されました。
また、この計画のスタートと学習指導要領や教
科書の改訂の時期が重なるため、その教育内容と
本市の教育施策を照らし合わせることで、学びの
姿がより具体的に見えてきます。さらに、国の
GIGA スクール構想により、ICT 環境の整備が
飛躍的に前進します。授業では、教科書の２次元
コードをタブレット端末で読み取り、動画や静止
画を基に考えたり、学級の中の様々な考えを素早
く比較・検討したりといった学習を取り入れるこ
とができるようになります。まさに、できなかっ
たことができるようになるわけです。
これを機に、学ぶことの意義を再確認し、子ど
もの学びをよりよく促し、広い視野と将来を見据
えた長い目でじっくりと見守る姿勢を、子どもを
取り巻く全ての者が身に付けたいものです。
それが近い将来、必ず実を結ぶものと信じて…。

特

集

９年間の学びのつながり

編 集 の 趣 旨
新学習指導要領が小学校では本年度から、中学校では次年度から全面実施となります。
今回の改訂では、子どもたちに学ぶことと実生活・実社会、自分の将来とのつながりを意識
させ、教育活動全体を通じ、自立に向けて必要な資質・能力を育むキャリア教育の重要性が示
されています。
本市においては、子どもたちの自己肯定感や学ぶ意欲を高め、未来を切り拓く力の育成をね
らいとして、各中学校区で「目指す子ども像」を共有し、キャリア教育で育む力を軸とした「相
模原版

小中一貫教育」を推進しています。

そこで「さがみはら教育

165 号」では、特集テーマを「９年間の学びのつながり」とし、

有識者による論考や本市における教育実践事例等を通して、小中一貫教育の可能性について提
言します。
巻頭インタビューでは、本市の学校の校内研究で多くの指導・助言をいただいている、大妻
女子大学の矢野博之教授に、これからの授業づくりの心得について伺いました。
特集１「新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり」では、昨年度から実施委員を中
心に進めてきた「令和２年度

相模原市小・中学校等教育課程研究会※」における研究成果を

基に、指導主事が各教科等の授業づくりのポイントを示しました。
特集２「開校！ 青和学園

開校までの道のりと特色ある教育活動」は、相模原市初の義務教

育学校として、令和２年度に開校した青和学園の校長先生に、開校までの経緯や教育実践の工
夫について執筆していただきました。
先生方にとって、本誌が小中一貫教育への理解と推進の一助となることを願っております。

※

「令和２年度 相模原市小・中学校等教育課程研究会」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
動画配信により開催しました。実施委員の名簿を 3 ページに掲載しました。
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９年間の学びのつながり
～日々の学びの実感を積み重ねる～
本市の多くの学校の校内研究で指導・助言をいただいている大妻女子大学

矢野博之教授に

さがみはら教育の課題や、これからの授業づくりで大切にしたいことについて伺いました。

はどうですか。」と尋ねてきたときに、教師はす
ぐに答えないのです。そこで「いいね。」と言っ
たら、教師にそのつもりはなくても、子どもにとっ
ては、それは評価になってしまうからです。
だけど「どこが良かったと思う？」と自分で考
えさせた後に「どこを友達に紹介したい？」「ど
こが売りなんだい？」と投げかけていくと、子
どもは「ここが〇〇です。」と説明を始める。そ
れに対して、教師が「面白いね。みんなに伝えて
あげなよ。」と返していくと、子どもは「自分は、
ここを誇っていいのだ。」という自信を持ち、自
分自身でちゃんと “ 褒めてもらうこと ” を見いだ
していける。つまり、子ども側にも “ 自分を見定
める力 ” を付けていくことが大切だということな
のです。
自己肯定感が低いからといって、教師が「認め
ましょう。褒めましょう。」となってしまうと、
いつまで経っても褒められ待ちでしかない。これ
では、子どもの自己肯定感は上がりませんよね。
大事なことは「これを褒めてもらおう。」という
インデックスを子どもが自覚できることです。そ
のためには、教師側が意識を変えていかないと。
まずは、そういう声かけに変えていかないと変わ
らないですよ。

自分自身を見定める力が大切
－ 本市の児童生徒の自己肯定感は、全国平均と
比較してやや低い傾向にあります。その原因とし
て、児童生徒が学びの実感を得られるような学習
評価が確実に行われていないのではないかと考え
ますが、いかがでしょうか。
子どもたちの自己肯定感が低いことに対して、
まず、教師ができることは何だろうと考えたとき、
教師が “ 子どもを捉える幅 ” を持っておくことで
はないかと思うのです。
３観点の “ 知識・技能 ” とか “ 思考・判断・表
現 ” とか “ 主体的に学習に取り組む態度 ” とか言
われても、それはその児童生徒の “ ある部分 ” で
しかなくて、本来は「ここでも見ているし、ここ
でも言えるし」というくらいの “ 子どもを捉える
幅 ” が必要なのだろうと思います。
そして、それをもう一段上から見なくてはいけ
なくて「人はこういう部分もあれば、こういう部
分もあるよね。」と言うくらいの幅を持たせると、
評価する教師側が、評価観自体を緩めて、伸びや
かに捉えていくというのを認めたいと。そもそも
先生方の評価観が、厳しいというか、厳密という
のがあります。それをきちんと守ることが求めら
れていることは、分かっていますけれども。

－ つまり、教師が問い返したり、価値付けたり
することで、児童生徒の自己評価する力を引き出
していけるということでしょうか。

－ 何も３観点だけで子どもを見るのではないと
いうことなのですね。

はい。“ 結果としての自己評価 ” を与えるとい
うよりも「どうやって自己評価したらいいと思
う？」と投げかけて、子どもの自己評価を育てな
いといけない。「どう思う？」「ここは頑張りまし

もう１つが、まだ日本の先生方は、かなりイニ
シアチブを取りたがり過ぎだと思っています。
欧米の教育先進国では、子どもが「先生、これ



た。ここはまだダメかな？」というやり取りから、
子どもは「僕はここをアピールしよう。」「私はこ
こを認めてほしい。」と分かってきます。それが
できていないかな、と。

私が、色々な教育現場を見せていただいたときに、
学校種に関係なく、いい先生ってみんな、ご本人
が率先して面白がっているのです。（笑）
まずは教師自身が授業を楽しいと思えること

－ 自己分析のようなことが、子どもの思考とし
て必要だということですね。

－ 自分が、面白がるとはどのようなことでしょ
うか。

いわゆる非認知能力やメタ認知能力と言われる
部分ですよね。やっぱり、自分が「今、何をやっ
ているのだろう。」「どうして、これをやるのだろ
う。」「何のためにやるのだろう。」と自分の学び
にしたいと思っているのです。それには、先生方
が持っているイニシアチブを手放していかない
と。

教師自身が授業を楽しいと思えることです。教
師が面白がって周りを巻き込んでいくと、その集
団はものすごく活性化し、アクティブになります。
「なるほど！先生、それはこういうことですか。」
「面白いね、やってみよう！」と、皆で先生と一
緒に取り組んで、誰かが「これ、すごいだろう！」
と言ったら、みんなが「教えて、教えて！」とま
たやって来て、どんどん巻き込まれていく。
それを毎時間やるとヘトヘトになってしまいま
すが、そういう部分は軸として持ってほしいと思
いますね。たとえ１日に１時間でもいいから、先
生が「面白い！」と感じる時間を持ってほしい。
これは、小・中・高に関係ない。大学でもそうです。

「今の学びは将来につながっているんだ。」
その実感を持ってほしい
－ 「なぜ、勉強しないといけないの？」という
子どもからの質問に、教師は戸惑いがちではない
かと思うのですが、いかがでしょうか。

先生方は「将来どこかで役立つかもしれない
－ まずは、先生がワクワクすることが大切なの
よ。」「どこかにつながるんだよ。」ということを、 ですね。
説諭めいた感じにならないように伝えていくこと
が大切です。子どもたちに学びの広がりの可能性
先生が面白がっていないことは、子どもは面白
を見せること。そこをさらに焦点化したのが “ 社
く学んではくれませんよね。
会に開かれた教育課程 ” ではないですか。できる
限り、今、学んでいることを学校の外と結び付け
－ 子どもたちにそういう経験をさせることで
る。そして、それは世界と人生とを結び付けるこ 「もっと学んでみたい、知ってみたい。」となりま
とにつながります。
すね。
－ 本市では、現在、キャリア教育を進めている
ところですが、その点で、これからの教師に求め
られることはどのようなことでしょうか。
先生方に思い返してほしいのは、小学生時代に、
学校で習ったことが学校の外で「習ったやつ！」
「わぁ、出てきた。」とつながったり、つなげられ
た感覚です。つまり、それが “ 学びに対する信頼 ”
で、どれだけその実感をしてきているか、です。
－ それは学んできたことが自分の人生の中で役
に立ったという実感が得られた瞬間ですね。
まずは、その時間、その単元、その各教科等で
扱う内容に対する先生自身の驚きや新鮮さ、リス
ペクト感というのが大事だと思っています。同じ
ような感覚を子どもに湧き起こすように、しかけ
て共有し、伴走することを増やしてほしいなって。



それが “ 学びに対する信頼 ” ですね。「学ぶこ
とって、使える。」「学ぶことって、つながってい
る。」
「学ぶことって、学校だけの話ではないんだ。」
まさに学習指導要領で示されていることです。そ
の実感を、子どもにも持ってほしいのです。

ますが、こちらから無理矢理学ばせることはでき
ません。
－ “ 学びに向かう力 ” というのは、そこをいか
に、“ 教師がしかけるか ” ということでしょうか。
そうです。意図的に、自分たちで学んでいける
ようなプロセスとか、そういう場を作っていくこ
とが大事なのです。
子どもの学びも同じで、子どもに対して「あな
たの将来のためだよ。」と言いながら、“ 自分で
学ぶ ”“ 自分で身に付ける ”“ 自分で気が付く ” と
いうことを、どれだけ私たちが保障しているのだ
ろう。それが、実はできていなかったりしている
のです。色々やっても最後は先生が正解を示した
り、答えを言ったりしてしまう。

オランダは 30 年前に教員養成のシステムをガ
ラッと変えました。それ以前の 1990 年代までは、
日本と同じように教師が一定の知識を教え込んで
いたのですが、そこから「どうやって、教師が自
分のやっていることから学ぶのか。」という原理
に立て直しを図ったのです。
つまり、これから先、教師は同じシチュエーショ
ン、同じ児童生徒、同じ学校環境で教えることは
二度とないわけですから。

－ 結局は、教師が手を差し伸べて、囲んでいっ
てしまうことが多いと感じます。
そういうことが多いですよね。ですから、教師
自身が面白がっている部分が必要なのです。
先生方も、自分の中で「分かった！」「なるほ
ど！」と思いながら学んだときには、学んだ中身
だけが記憶に残っていて、誰が言ってくれたのか
ということは記憶に残らないと思いますよ。
自分が学んでいて「そうだ！」と思っている時っ
て、人は自分に一番納得しているのです。

－ そのときに求められていることは、常に変化
しますね。
だから、今やっていることから学び続けていか
ないと。「はい、これをやってください。」「次は
これです。」と言われても、この先、通用する保
障はないですよ。そんなことよりも、まさに目の
前に次々と押し寄せてくる状況からどう学んでい
くかという “ エンジン ” を鍛えていかないと。
そこから自分が考え、自分なりにつかんでいき
体得していく。

イニシアチブを子どもに渡して、子どもたちの
学びを取り戻す授業を
－ そうですね。「自分が分かった。」と、主語が
自分になっていますね。
たくさんの先生方が授業の視察に来る、あるす
ごい先生がいるのです。どうすごいかと言うと、
その先生は、授業で何も教えないのです。
授業の初めに生徒たちがワクワクするような課
題を黒板に書いて「さあ、できるかな。」と言う
だけ。生徒たちはすぐに自分たちで考え始め、そ
のうち生徒同士で頭を突き合わせて、話し合うよ
うになります。先生は、時々教室を回って「でき
た？」と声をかけるだけです。
この先生は教えていないのです。ただ、あおっ
ただけ。もちろん、我々からすると「評価はどう
するの？」となるわけですけれど。たぶんそれは、
冒頭で話した “ 子どもを捉える幅 ” と同じで、こ
の先生もきっと色々な場面で、生徒のよさを見て
いるので、評価をつけられるのです。この先生は、
子どもたちの色々なところを見ていて、彼なりの

子ども自身で学んでいける場づくりを
－ それは、教師自身が自分を俯瞰してみないと、
できないことだと思います。
そうです。自分をどんなふうに教師として見直
していくか、どうやって、自分の学びから “ 学び
上げ ” ていくかですよね。
ですから私も、お世話になっている学校で、原
則はこのことをベースにして、校内研究をデザイ
ンしているのです。
結局、学校の先生が子どもに教えるのも同じ。
私たちティーチャー・エデュケーターが、先生方
に指導するのも同じで、究極、学ぶのは本人なの
です。私たちは相手が学ぶのを助けることはでき



生徒を見る軸を持っていると思います。

を、地でいっているのですね。

－ 見取っていく軸がないと、できないことだと
思います。

本当にそうです。だから先生方自身が、そうい
う学びを分かっていないと “ 主体的・対話的で深
い学び ” なんてできないと思います。

それが、必ずしも学校や行政、子どもが求めて
いる評価軸とは限らない。それはそれで、答えら
れるだけの余裕を持っているのです。

－ 最後に、今回の学習指導要領の改訂にあたり、
相模原市の先生方に「まずは、ここから始めよう。」
というメッセージをお願いします。

－ 「生きる力」に対して、ダイレクトだなと思
いました。
自分が面白いと感じる授業を大事にする先生。
そんな先生の周りには、周りを巻き込むようなワ
クワク感とかドキドキする学びが生まれてきま
す。それを毎日やるのは無理ですが、たとえキラッ
と一瞬でもね、味わってほしいのです。
－ 矢野先生が、学校の校内研究で、先生方の光
る瞬間を感じることはありますか。
ありますよ。相模原市でお世話になって、もう
14 年目になります。
私自身の校内研究の１つのポリシーは、究極、
私がいなくても成り立つことなのです。私がいな
くても先生方に自分たちで校内研究を問い進める
力が付くのが一番なので。
－ 教師と児童生徒との関係性の構図と、同じで
すね。
全く一緒です。私がいなくても、自分たちで学
校の課題を取り上げて、自分たちで探求して、自
分たちで確かめてほしいと思っているので。それ
ができている学校は面白い。
例えば双葉小学校は、算数の実にオーソドック
スなことをずっと研究していらっしゃいますが、
力が付いていますよ。とても面白い授業をやって
います。
小山小学校は、自分たちで自分たちの難しい校
内研究の課題を咀嚼して、学習指導と生活指導、
それから児童理解を上手く併せて、高度な校内研
究システムを作り上げました。
各学校が、自分たちの課題に自分たちで立ち向
かって取り組む姿を見ているのは楽しかったです
ね。先生方が校内研究を “ やらされている感 ” が
ないのです。“ 主体的・対話的で深い校内研究 ”
をやっているのです。（笑）
－

まさに、学習指導要領で求められていること



今回の学習指導要領の改訂を含む一連の教育改
革は、明治維新以来の大改革と言われています。
それは、学びの型や授業の構造自体を変えなくて
はいけないことなのです。
時には自分の気配を消したり、イニシアチブを
子どもたちに渡したりするくらいの “ 教師の役割
転換 ” が求められています。先生は、子どもたち
に伴走してくれればいいのです。でも急に変える
のは難しいので、まずは先生方が今までの小・中・
高と学んできた経験の中で、自分が「面白い！」
と思ったことを再現していくような、そういう
“ しなやかさ ” を持ってほしいです。
－ 相当な意識改革を図っていく必要があると感
じます。
伸びやかに、色々なことをやっていいのですよ。
「まずは、学びを取り戻そうよ。」と伝えたいです。
－ “ 子どもの学びを取り戻す ” には、まずは、
教師自身が面白いと思える授業づくりが肝心なの
ですね。
私たちが目指す義務教育９年間の学びの連続性
は、日々の学びの実感を地道に積み重ねていくこ
とでしか生まれないのだということが分かりまし
た。
本日は貴重なお話をありがとうございました。

新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

総

則

９年間のつながりを意識したキャリア教育の実践
「学ぶことの意味」を実感できる教育活動の展開
ポイント２

学ぶ意味を実感できる教育内容へ再整理

本年度から、本市の教育施策の柱として、小・
「短期」「中期」「長期」の目標を見据えて
中学校９年間を見通したキャリア教育の実施に向
中学校区で一貫したキャリア教育を展開するこ
けて動き出しました。義務教育９年間の連続性の
とは、一朝一夕でできることではありません。ま
ある実践と、その先にある「目指す子ども像」に
ずは、校内の職員の共通理解を土台にして、学年
向けて、各中学校区が動き出していくのですが、 「短期」の実践の充実を図ることが大切です。
いきなり９年間の連続性の構築は難しいものがあ
同時に、小中の進む方向性がずれないためには、
ります。まずは、各学校の教育活動の意味付けと 「目指す子ども像」という羅針盤が必要です。方
精選を図り、教育課程を見直しながら、少しずつ
向性を見定めた上で、小学校（前期課程）は「６
目指す子ども像に近づけていきましょう。
年目の姿」を、中学校（後期課程）は「３年目の
姿」を思い描くことが大切です。
小・中学校９年間の系統性を持たせるためには、
ポイント１
小・中学校が、それぞれの違いを知った上で、９
１ キャリア教育の視点で教育課程を見直す
年目の姿を共通に描くことで、小中一貫で取り組
（１）教育活動と自分の将来との関連付け
むキャリア教育の推進につながっていくことと思
児童生徒が日々の教育活動と自分の将来とを関
います。
連付けられるよう、日々の教育活動をキャリアの
最後に、キャリア教育を行うことは最終目標で
視点で再整理し、実践していきます。
はありません。一人ひとりの「生きる力」を育む
（２）学校生活と実社会との共通項で
ためのキャリア教育の推進であることを、常に意
日常の教育活動を整理し、意味付けをすること
識することを忘れてはいけません。
で、児童生徒が学ぶ意味を実感できるようになり
ます。
まずは、教育活動の意味付けと精選を図りながら、
短期、中期、長期目標を見据えて、自己（自校）
評価をしながら、教育課程の見直しを図っていく。
（PDCA の繰り返し）

２ まずは資質・能力、そして基礎的・汎用的能力
「キャリア教育のための教科指導」ではありま
せん。各教科等で育成すべき「３つの資質・能力」
を優先しながら、各教科等の学びを通して「４つ
の基礎的・汎用的能力」の育成を意識することが
大事です。日々の教科指導において、基礎的・汎
用的能力を副次的に伸ばそうとする視点が求めら
れます。

目指す子ども像
長期目標としての９年間の連続性

中期目標としての
６年間・３年間の系統性

基礎的・汎用的能力
短期目標としての学年での整理

教科固有の指導事項
身に付けさせるべき力

キャリア教育に対する職員の共通理解を図る



新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

国

語

国語科における９年間の学びのつながり
言葉への自覚を高め、言語活動を通して
一人ひとりの考えの形成をめざす授業づくり
ポイント２

説明的な文章に焦点化し、
研究を進めました。

【検証】手立ては有効だったのか？
～「〇児童の姿」と「★ポイント」～

ポイント１

１

研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１ 言葉への自覚を高めるために
（１）音読集の活用
「①毎日宿題として、音読集に掲載されてい
る詩から音読したいものを選んで練習してく
る。②次の授業のはじめに、練習してきた詩を
友達に聞いてもらう。③うまく読めれば友達に
合格マークを書いてもらえる。」という流れで、
音読集を活用します。
（２）学習環境や学習活動の工夫
学習用語や、中心となる言葉や文に着目でき
るよう、対話の場を設定し、出てきた言葉を板
書等で線を引いたり色分けしたりして分かりや
すく整理します。また、既習事項をいつでも振
り返ることができるように、掲示しておきます。
２ 一人ひとりが自分の考えを形成するための支援
（１）全文を１枚のプリントにまとめ、視覚的に
論の進め方を捉えやすくします。
（２）考えの書き方のモデルを提示し、イメージ
を持てるようにします。
（３）児童の考えを整理しながら板書することで、
振り返りをしやすくします。
３

児童にとって「やってよかった」と思える
言語活動にするために
（１）やってみたいと思う言語活動
ゴールとなる言語活動と共に、何ができるよ
うになるのかを児童と共有することを大切にし
ます。
（２）友達が認めてくれる言語活動
「ほめほめタイム」で工夫を褒め合います。
（３）学んだことがつながる言語活動
読むことの単元で学習したことを生かしなが
ら、書く単元では、児童自身が自分の力で説明
文を書く活動を設定します。

言葉への自覚を
高めるために
〇読んでいるところ
を指で追わなくて
も読めるようにな
りました。
〇文章から見つけた
書き方の工夫と、学
習用語をつなげる
ことができました。

２

一人ひとりが
自分の考えを形成
するために
〇自分の考えを書く
ことができました。
★国語に対して高い
苦手意識を持って
いる児童だけでな
く、すべての児童に
とって有効でした。

３

児童にとって「やってよかった」と思える
言語活動にするために
〇積極的に課題に向き合う姿が見られました。
★「どんな力を付けるためにやっているの？」
等、目的を確認することが有効でした。
★課題に主体的に向き合う（乗り越える）力や、
考えの違う他者と折り合いをつける（つなが
る）力の育成につながりました。

ポイント３
小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
今回の実践では、目的に応じて、文章と図表
などを結び付けるなどして必要な情報を見つけ
たり、論の進め方について考えたりする力を育
成し、自分の考えを形成することを目指しまし
た。この力は、中学校の「読むこと」の指導事
項、
「文章の構成や論理の展開、表現の仕方に
ついて評価すること」につながります。
今回の研究から、小学校で身に付けてきた
力を把握し、指導を工夫することが必要であ
ると感じました。



新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

社

会

社会科における９年間の学びのつながり
「社会的な見方・考え方」の系統的指導
３

人間と社会的事象の相互依存関係に視点を置く
社会科では、位置や空間的広がりの視点を中心
に、歴史的背景や現代社会における事象を関連さ
せながら、系統的に学習します。「豊かさ」や「平
和の実現」が児童生徒にとって、当たり前のこと
ではなく、時代背景の視点から、「社会科が暮ら
しに関わる学習」としての気付きや切実感の持て
る問題、課題解決場面を提示することが大切です。

社会科では多様な概念を用いて
現代社会の問題や課題を探究す
る工夫が必要になってきます。

ポイント１
研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１ 社会の形成者としての資質・能力を育成
（１）「見方・考え方」を働かせる
児童の感性を豊かに働かせ、どのような未来を
創り、社会や人生をよりよいものにしていくか、
人や社会の立場や視点から、課題の追究、解決場
面を設定しました。
（２）児童の疑問を軸にした学習活動
社会的事象に対しての、様々な「なぜ」「どう
して」の疑問を授業に取り入れ、社会の変化に主
体的に関われるように工夫をしま
した。学習内容を人生や社会の在
り方と結び付け、深く理解するこ
とで、社会科と実生活が密接して
いることに気付けます。

学習方法・考察の視点
学習対象

社会的な見方・考え方に

活用するための

活用する社会的概念

思考・判断

学習対象を問う主な疑問詞
What?（何を） When?（いつ）

社会的事象

位置や分布・場所

把握

社会的事象に関わる

人間と社会的事象の相互依存

分析・考察

関係性や因果関係など

空間・時間的相互依存作用

比較・関連

Where? （どこで）Who? （誰が）
How ？（どのように）
Why?（なぜ）How?（どうして）

What do I think?（わたしならどう考える）
社会的な課題や
価値などの意義

問題・課題解決 Which? （どちらか、いずれ）
地域や社会など

価値判断

What shall I do?（何をすればよいのだろう）

意思決定

What might? （かもしれない）
What decision?（何を、どう決める）

社会的な見方・考え方を育成するための学習方法と考察の視点

ポイント２

２

持続可能な社会の視点から社会へアプローチ
現代社会は、経済の発展や生活様式の変化に
伴い、自然環境に対する開発が進み、良好な生
活環境の維持が難しくなっています。そのため、
持 続 可 能 な 開 発 の た め の 教 育（Education for
Sustainable Development: ESD）として、地域
の在り方を地域の結び付きや地域の変容、持続可
能性などに着目し、そこで見られる社会的な課題
について多面的・多角的に考察、構想し、表現す
ること、自分にできることを考えさせる工夫が求
められます。

小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
「学びに向かう力、人間性等」を育てるた

めに「社会的な見方・考え方」を働かせて社
会的事象を捉えること、「どのように社会や

世界と関わり、よりよい社会を築き、送れる
か」が校種や各教科等を越えて大切なことだ

と思います。さらに、知識・技能として習得
した社会的事象をどう使うのか、学習対象や
課題を自分の生活や自身との関わりでどのよ
うに捉えるかについて考える機会となりまし

た。今後も現代の社会的事象や現実社会の諸

課題について、協働的に考察し、皆で議論し
ていくことが、持続可能な社会づくりの主体
にもつながると感じました。

ESD の概念図
出典：文部科学省ホームページ（https://www.mext.go.jp/）
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算数、数学

算数、数学科における９年間の学びのつながり
系統性と学びのプロセスを意識した授業づくり
ポイント２

系統性と学びのプロセスを意
識して研究を進めました。

実践内容

ポイント１

よく飛ぶ紙飛行機はどっちだ？

１ 児童生徒の疑問をそのまま問題に
「よく飛ぶ紙飛行機を作りたい。」という、
子どもならではの思いを大切にし、「A、B ２
つの紙飛行機のうち、
よく飛ぶのはどちら
だろう？」という問
いに結び付けました。

研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１ 算数・数学の学習過程のイメージを意識して
（１）問題発見・解決の過程

２ 問題を解決するための方法として算数を
「どちらがよく飛ぶ紙飛行機か。」という疑
問に対する結論を出すために、ヒストグラム
や代表値など、学習してきたことを根拠にし
て比較・検討を行いました。
１単位時間の授業や単元を通じて、この図に示
す学習過程を意識した授業を実践します。
（２）統計的探求プロセス（PPDAC サイクル）
児童生徒が解決したいと思える問題の設定、解
決の方法として算数・数学を活用することで、必
要性、有用性の実感につながると考えられます。

「D データの活用」領域においては、統計的探
求プロセスが示されています。統計的探求プロセ
スとは、
『問題→計画→データ→分析→結論』の一
連のプロセスのことで、調査の目的を明確にする
とともに、得られた結果を日常生活に生かしたり、
新たな目的を見いだしたりすることが重要です。
２ 学習の系統性を意識して
（１）学習内容
４つの領域の学習内容の系統性を理解します。
（２）数学的な見方・考え方
問題解決の鍵となる「数学的な見方・考え方」
についても、系統性を意識します。
出典：小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説

文部科学省
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ポイント３
小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
中央値や最頻値など、平均値以外の代表値
に関する学習が小学校に移行されたことは理
解していましたが、小学校段階でここまでの
学習をしているとは思いませんでした。小学
校での学習を理解していれば、既習の学びを
生かした学習ができたり、小学校と中学校の
学習の違い（発展した内容）に気付かせたり
することができると思いました。
これまでに学んできたことやこれから学ん
でいくことを整理し、児童生徒の目線に立っ
た授業づくりを行っていきたいです。

新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

理

科

理科における９年間の学びのつながり
理科の見方・考え方を働かせた、資質・能力を育成する授業
２

問題解決の過程を重点化すること
問題解決の過程を固定的なものとして扱うので
はなく、重点化をして扱いました。問題解決の過
程を踏めば、資質・能力が育成されるわけではあ
りません。育成を目指す資質・能力を明確にし、
学習内容や、児童生徒の発達段階及び実態に応じ
て、問題解決の過程でどこに重点を置くかがポイ
ントです。

理科では、問題解決の過程を通して、資質・
能力を育成します。問題解決の過程の充実に
向けて研究をしました。

ポイント１

相模原市
マスコットキャラクター
「さがみん」

研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１

理科の見方・考え方を働かせること
新学習指導要領では、理科の見方・考え方は、
問題解決の過程で働かせる手段として示されてい
ます。見方・考え方を働かせることは、児童生徒
の問題解決の過程を充実させ、資質・能力を育成
する上で大切です。

３

小・中学校等の系統性を理解すること
より効果的に、資質・能力を育成するためには、
小・中学校の系統性を意識した授業づくりが大切
です。理科は、小・中学校において育成を目指す
資質・能力や内容の系統性が確保されています。
小・中学校の学びを見通して、理科の見方・考え
方を働かせることや、意図的、計画的に問題解決
の過程を重点化することが、確実な資質・能力の
育成につながります。今後は、中学校区において、
児童生徒の実態や内容の系統性について共通理解
を図っていくことが求められます。

（１）見方・考え方を価値付ける
授業中の発言やノートに記述された内容の中か
ら見方・考え方を取り上げ価値付けました。こう
したことで、児童生徒は自然や事物の現象をとら
えたり、思考したりする際の視点を理解し、意識
できるようになります。

ポイント２

（２）整理図の活用
単元のはじめに、整理図（下図参照）を活用し、
単元で働かせたい見方・考え方を確認しました。
このように、児童生徒の実態に応じ、見方や考え
方を分かりやすい言葉で具体的に示すことは、児
童生徒自身が主体的に問題解決を進めるための大
きなポイントとなります。
この他に、理科の見方・考え方を働かせたくな
る環境や教材を用意することも有効な手立てです。

小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
小学校の授業を参観すると、児童の思いに

沿って授業が進められていることに気付きま
す。児童自らが自然事象の疑問から問題を見
いだし、解決することで、学びの必然性が生

まれると思います。中学校の探究の過程にお
いても、生徒自らが自然事象に働きかけ、問

題を発見し、解決する授業づくりを心がけ、
理科好きの生徒を育てていきたいと思いま
す。

整理図（一例）
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新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

生

活

対象に繰り返し関わることを大切にした
気付きの質を高める指導の工夫
を黒板に掲示し、児童名が書かれたマグネット
シートを貼るようにしたりしました。また、似た
ようなおもちゃを作っている児童ごとに小グルー
プを作って活動できるようにしました。

「つくろう あそぼう くふうし
よう～動くおもちゃ研究所～」の
単元において、体験活動・表現活
動の内容を充実をさせていくこと
で、児童の気付きの質を高めるこ
とを目指しました。

ポイント２

ポイント１

【検証】手立ては有効だったのか？

研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１

繰り返し対象と関わり、試行錯誤して何度も
挑戦できる活動の充実
おもちゃは、試行錯誤したくなるように、風や
ゴムの力で動く車やゴムの力で飛ばす鉄砲などを
取り上げました。１人１つずつおもちゃを作るこ
ととし、おもちゃの名前を児童自身で考え、愛着
を持っておもちゃ作りに取り組めるようにしまし
た。
教室は「研究所」、児童は「研究員」として、作る、
遊ぶ活動を繰り返し行えるようにしました。おも
ちゃの材料や用具は、色々な種類のものを用意し、
おもちゃ作りに合わせて自由に選択できるように
しました。
２

気付いたことを伝えたり、交流したり、振り
返って捉え直したりして表現する活動の充実
「研究会議」という時間を設けて、児童がおも
ちゃ作りに関する悩みや気付きを交流する場面を
設けました。
振り返りでは、ワークシートを使用し、
「大発見」
「わくわく」「お悩み」の３つの中から自分が書き
たいことを選べるようにしました。絵でも文でも
表せるように罫線をなくす工夫をしました。また、
次の時間の活動に向けて、どんなおもちゃにして
いきたいかを考え、書けるスペースを作りました。
廊下には、おもちゃ作りでの悩みや発見を書く
ことができる掲示板を設置しました。
３

見つける、比べる、たとえる、試す、見通す、
工夫するなどの多様な学習活動の工夫
おもちゃで遊ぶ場を広くとれるように、廊下や
特別教室を使用できるようにしたり、学習の流れ
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１

繰り返し対象と関わり、試行錯誤して
何度も挑戦できる活動の充実

学習の対象になるおもちゃを風やゴムで動く
車や鉄砲としたことで、児童がその仕組みにつ
いて考えたり、何度も試行錯誤したりしながら、
持続的に意欲的におもちゃ作りに取り組むこと
ができました。活動に合ったネーミングにする
ことによって、児童が研究所の職員になりきり、
その活動に没頭することにつながりました。

２

表現する活動の工夫

「研究会議」では、自分のおもちゃと比べたり、
自分の経験を想起したりしながら、アドバイス
をする児童の姿が見られました。廊下に掲示板
を設置したことで、生活科の時間には直接関わ
れなかった友達の作品や思いに触れることがで
きました。

３

多様な学習活動の工夫

学習の流れを黒板に掲示し、児童名が書かれ
たマグネットシートを貼ることで、自分が何を
すればいいのかが明確になり、作ったり遊んだ
りする活動を繰り返し行うことが定着しました。
おもちゃの種類ごとに３～４人のグループと
したことで、作る際に自然と友達にアドバイス
をする姿が見られました。実際に友達のアドバ
イスによりおもちゃ作りがうまくいった児童も
いて、アドバイスをもらった側もした側もとて
もうれしそうにしている様子が見られました。

新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

音

楽

音楽科における９年間の学びのつながり
音楽的な見方・考え方を働かせた表現活動を通して、
音楽と豊かに関わる資質・能力の育成を目指して
３

協働・対話を大切にした表現活動の場の設定
児童が表現に対して主体的に取り組むため
に、一つ一つの活動がつながっていると児童が
感じ、その流れの中で「自分との対話」「教材
との対話」「友達との対話」の３点を大切にで
きるよう、授業展開を工夫しました。

音楽的な見方・考え方
を働かせた研究を進め
ました。

ポイント１
研究内容 ～こんな手立てを講じました！～

ポイント２

１ 児童の実態を大切にした授業づくり
（１）アンケートの活用
児童の実態把握のために、アンケートを行い
ました。表現活動を行う上で「相手」がいるこ
とや「目標」があることによって「音楽に気持
ちをのせる」活動が、感動体験につながったこ
とが分かりました。
（２）
「こいのぼり」で楽曲分析
段ごとの「リズム」
「音の高さ（旋律の動き）」
「強弱」「終わり方」「曲の感じ」について、意
見を出し合ったことで、共通事項に関わる部分
の定着について把握できました。
２ 音楽的な見方・考え方の積み上げ
（１）各題材における積み上げ
各題材において、特に「音楽のしかけ」に着
目して、児童に付けさせたい力を整理し、積み
上げを行いました。

【検証】手立ては有効だったのか？
１

児童が主体的に
音 楽 的 な 見 方・ 考
え方を働かせてい
る様子を見ること
ができました。

２ 音楽的な見方・考
え方が知識のみな
ら ず、 実 感 と し て
自分の表現の変化
につながりました。

３

音楽的な見方・考え方を働かせる場面を積
み重ねているものの、児童の生活の中で音楽
に触れる経験には個人差があります。個別の
言葉かけや、成長の変化を見取って認めてい
くこと、学びを確認できる掲示物などを作成
し、温かく粘り強く指導をしていく必要があ
ります。

※「音楽のしかけ」：授業者が共通事項にある「音楽を
形づくっている要素」のことを置き換えた言葉

ポイント３

（２）常時活動における積み上げ
①ストレッチ＆ブレス
児童の好きな曲を BGM にし、ストレッチを
通して心と体をほぐしていくことに加え、拍や
フレーズのまとまり、曲の盛り上がり等を児童
に感じ取ってもらうことをねらって取り組みま
した。
②リズムでクラッピング
リズムカードを用いて４拍子のリズムをク
ラッピングする活動です。リズム譜に慣れ、拍
に合わせてリズムを打ち、表現活動に生かすた
めに「怒ったような f 」や「優しい p 」のよう
に「○○な強弱」という表情を付けようと試み
ました。

小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
音楽科は音楽活動を「楽しむ」ことが大前
提の教科です。小学校の６年間で、仲間と声
や音を合わせる喜びや感動をたっぷり味わう
ことが大切だと感じています。しかし、ただ
楽しいだけでは少し物足りなく、音楽的な見
方・考え方を働かせ「音楽を形づくっている
要素」を聴き取り、それらの働きが生み出す
よさや面白さ、美しさを感じ取りながら、聴
き取ったことと感じ取ったことの関わりにつ
いて考えることが大切です。
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新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

図画工作、美術

図工、美術における９年間の学びのつながり
関わりの中から、広がり深まる造形活動
「造形的な見方・考え方」を

ポイント２

働かせることを意識した研究
に取り組みました。

【検証】手立ては有効だったのか？

ポイント１
研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
図画工作科の「造形的な見方・考え方」とは、
「感性や想像力を働かせ、対象や事象を、形や
色などの造形的な視点で捉え、自分のイメージ
を持ちながら意味や価値をつくりだすこと」と
されています。造形的な見方・考え方を働かせ、
育成すべき資質・能力を意識した授業づくりと
して、２つの工夫に取り組みました。
１

扱いやすく身近な教材
低学年にとって、扱いやすく、身近な描画材の
１つである水性ペンで点や線をかき、そこに水滴
を落とすことで広がる「にじみ」を楽しむ活動に
取り組みました。
ペンによっ
て、にじみ方が
違ったり、偶然
混ざった色の変
化を体験したり
できるようにし
ました。

１ 身近な教材
１年生にとって扱
いやすい水性ペンで、
具体物ではなく点や
線などを思い切って
かく活動は、にじみ
を楽しむ姿につなが
りました。

２ 場の工夫
上履きを脱いで活
動したことで、児童
は自由に移動するこ
とができ、友達と一
緒に表現したり、鑑
賞したりする姿が見
られました。

３ ３回の授業を通して
クラスを変えて授業を３回行いました。導
入の仕方や水の量、時間配分などによって、
児童の表現するものや動き方が大きく変化す
ることが分かりました。造形的な見方・考え
方を働かせ、育成すべき資質・能力が身に付
いているかという視点から、授業改善を行う
ことが大切であることを認識することができ
ました。
２回目の授
業 で は、 点
や線を思い
切ってかけ
るように工
夫しました。

２

場の工夫
グループ内で、自然と関わりが活発になるよう
に、机や椅子を使わず、床にビニールシートと新
聞紙を敷き、その上に和紙を載せました。
上履きを脱い
で活動すること
で、グループ内
で自由に活動場
所 を 変 え た り、
全体を見たりで
きるようにしま
した。

ポイント３
小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
生徒が小学校で積み重ねてきた学びを教員
が理解することで、関わり方も変わってくる
と思いました。今回の研究を通して「小学校
の時にどんなことをした？」と、生徒たちに
積極的に聞くようにしたいと思いました。
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新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

※令和２年度相模原市小・中学校等教育課程研究会において、家庭、技術・
家庭（中技術）の提案はありませんでしたので、このページの内容は、
指導主事の伝達となります。

家庭、技術・家庭（中技術）

技術科における９年間の学びのつながり
小・中学校を通して育成する、テクノロジーを活用した
問題解決力と、その場面
中学校の技術・家庭科 技術分野は、テクノロ
ジーを活用した問題解決について学ぶ教科です
が、小学校段階では、そのことに関する学習内容
が、教科として位置付けられていないため、小・
中学校９年間のつながりについて、具体的なイ
メージを持ちにくい状況があります。
しかし、テクノロジーを活用した問題解決に必
要な様々な要素は、小学校でも学習をしています。
下図は、技術で学習する内容が生活や社会の問題
解決でどのように発揮されるかのイメージです。
解決策の構想や、解決策を設計する場面等では、
各内容の技術の素地となる、小学校での学習場面
や内容が関連していることが分かります。
この関連する場面や内容は、図工でのこぎりを

使ったことがある、きりで穴をあけたことがある
等、スキルのことに目が向きがちです。しかし、
例えば社会科の食料生産の学習では、機械化によ
り生産量の向上を実現し、後継者不足の課題を解
決することを学びます。児童は、私たちの社会が
テクノロジーによって支えられていることを実感
できるはずです。このように、小学校における各
教科等の学習が「中学校で学ぶ技術とつながる」
ことを、先生方がほんの少しでも意識することが
大切です。
小学校プログラミング教育と併せて、技術に関
する学びを小・中学校でつなげ、テクノロジーに
よる問題解決力を持った児童生徒を育ててほしい
と願っています。

技術で学習する内容が生活や社会の問題解決でどのように発揮されるのかのイメージ
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新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

家庭、技術・家庭（小中家庭）

家庭科における小中の学びのつながり
習得した知識及び技能をよりよい家庭生活につなげる指導の工夫
ポイント２

家庭科では、実習や観察・調査な
どの活動を通して学んだことを、
実際の生活に生かせるようになる
ことを目指しています。

【検証】手立ては有効だったのか？
１

主体的な学習活動を促す題材構成の工夫について
共通食材から相手の好みを考えた選択食材
へ、少人数でのトリオ調理実習など、変化のあ
る繰り返し学習が、知識及び技能の習得と児童
の意欲や自信を高めることにつながりました。
「学びのアイテム」を授業の中で活用するこ
とで、様々な視点で「おもてなしのみそ汁」に
ついて考えることができ、相手のことを考えた
多様なみそ汁づくりの計画が見られました。

ポイント１
研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１ 児童の主体的な学習活動を促す題材構成の工夫
（１）知識及び技能の習得を目指した繰り返し学習
自分たちで立てた計画を基に１度目の実習を行
い、それを振り返り、自分の課題をつかみ、その
改善策を考えた上で２度目の実習を行うなどの繰
り返し学習を取り入れました。また、課題を自分
ごととしてとらえ、主体的に学習に取り組めるよ
う少人数での実習を行いました。

２

（２）「学びのアイテム」の活用
学習で習得したみそ汁づくりの知識及び技能を
家庭で生かしていくために必要な「手順」「栄養」
「旬」「彩り」「切り方」
「好み」「健康」「だし」
などのキーワードを
「学びのアイテム」の
活用により、分類・比
較することで、学びを
深めたり広げたりで
学びのアイテム
きるようにしました。
日常生活の関わりと地域社会とのつながりの
重視
（１）栄養教諭との連携
「だし」や「食材」「切り方」への興味・関心を
高め、和食文化への理解を深めるために、食の専
門家である栄養教諭にゲストティーチャーとして
授業をしていただきました。

栄養教諭や家庭との連携について
栄養教諭による授業で、「だしをとる」「だし
の風味を味わう」などの日本の伝統文化に触れ
ることにより、学習への意欲が向上しました。
だしを自分でとったみそ汁づくりの計画を立て
る児童が多く見られました。
家族に喜んでもらえたことで、「また、家族
のために作りたい。」と次の意欲につながりま
した。何度も作っているうちに、みそ汁作りが
自分の役割になったという児童もいました。

励ましのコメント
は、児童のやる気
を引き出します！

２

ポイント３
小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！

（２）家庭との連携
家庭に実践の協力をお願いしました。その際、
児童の励みとなるように保護者にコメントをもら
えるようにしました。
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小学校では、中学校の内容との系統性や連
続性を踏まえて学習していることが分かりま
した。中学校でも、小学校での学びとのつな
がりや他教科との関連を意識した授業づくり
をしていきたいと思います。

新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

体育、保健体育

体育、保健体育科における９年間の学びのつながり
保健学習における学びの連続性を意識した実践
ポイント２

健康についての課題を見つけ、
より実践的に取り組む児童の姿

【検証】手立ては有効だったのか？

について、研究を進めました。

１ ワークシートから
単元の後半で気持ちの変化が表れ、「みんな通
る道、他の人もなるから少し安心が増えた。」と
振り返り、体の成長を自分のこととして捉えて
いる姿が見られました。

ポイント１
研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１ 健康課題をより身近に感じさせるために
（１）ワークシートの工夫
知識を確実に身に付けていくことで、少しでも
健康に対する不安を和らげ、将来の自分の生き方
を考えられるようにすることや自分の成長に喜び
や期待が持てるようにすることをねらいとした
「ふあん・あんしんメーター」の作成や体をより
よく発育・発達させるために必要なことについて
自分の課題として捉えさせるため、「Ｙチャート」
を活用しました。

ふあん・あんしんメーター

２ 授業後の変容
「運動に取り組むことで、お腹が減ることや疲
れることにつながり、バランスのよい食事やよ
い睡眠となる。」と気付き、普段から行っている
運動に、より進んで取り組んでいこうという姿
勢が見られました。
３ 自主学習ノートや休校中の生活カードから
睡眠時間を意識した記述がみられ、日常生活で
の健康課題を自分のこととして捉え、自分自身が
これからの日常生活をよりよく送るために、それ
らを解決・改善しようとする態度が育まれました。
今後に向けて
児童へのしかけを意図的、意識的に実践する
ことで「主体的に学びに向かう姿」が多く見ら
れました。今後、この授業実践の成果を校内や
中学校区で共有することで、児童の学びへとつ
なげていくことが、この研究の最終目標である
と考えます。

Ｙチャート

（２）授業形態の工夫
授業の中で、体育担当教諭と養護教諭にゲスト
ティーチャーとして参加してもらい、児童が「運
動、食事、睡眠・休養」の３つの健康課題から、
自らの課題として挙げた１つを選び、自ら知りた
いことを調べたり尋ねたりする活動を行いまし
た。

ポイント３
小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
小学校で健康課題について自己の生活を振
り返る中で、基本的な知識や自分自身の考え、
表現の方法を実践的に学んでいることを理解
しました。その上で、中学校でより科学的に
自分と身の回りの関係を考えながら授業を展
開していくことは、その生徒たちがより深い
学びを進めていくことができ、とても効果的
だと思いました。

２

一人ひとりが考えをより深めるために
例えば、理科の「人の体のつくりと運動」の単
元とつなぐなど、教科横断的な学びの意図的な編
成を行うことで、他教科等との関連を児童が意識
したり、自分の生活の仕方をよりよくしようと考
えたりして、生活実践につなげることをねらいと
しました。
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新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

外国語

外国語科における小中の学びのつながり
コミュニケーションを通した主体的に学びに向かう態度の育成
子どもと共に考える言語活動の工夫
ドを交換し、互いに評価し合いました。そして、
その評価を生かしながら自己調整を図り、向上心
を持って次のペアとやり取りを行いました。

外国語のコミュニケーションを
通して学びが継続できるように
研究を進めました。

ポイント２

ポイント１

【検証】手立ては有効だったのか？

研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１ 実際のコミュニケーションで活用するために
（１）言語材料の提示
提示された単語を単にリピートし練習するの
ではなく、既習事項と結び付けて練習をするこ
とにより、実際のコミュニケーションで活用で
きるように工夫しました。
例）letter → I have a letter.
（２）目的地まで行く必然性
ワークシートを使って、上で書かれている
「I have a letter.」という文に関連する施設や
建物を線で結ぶ活動を行い、「Where is the
post office?」と自然な会話になるように、そ
の場所へ行くための必然性を出しました。
２ Watch & Think
目的、場面、状況の設定
導入で担任と ALT が児童へ「道案内」という
目的、場面、状況を示すために拡大地図やピク
チャーカードを用いて道案内のデモンストレー
ション（落ちているカギを拾い、交番に届けるた
めには、どの道順で交番へ行けばよいのか）を行
いました。このデモンストレーションは、目的、
場面、状況のみを示すのではなく、次の児童の活
動への良きモデルとなるように工夫しました。
３ 主体的に学びに向かう力の育成
他者評価
２の「Watch & Think」で学級担任と ALT の
会話から良かった点を児童に挙げさせました。そ
の中の「ゆっくり話していた。」「相手の言ったこ
とを繰り返していた。」という意見を生かして、本
時のゴールを「親切に道案内をすることができる。」
に設定しました。児童は共有した２点をコミュニ
ケーションカードに記入し、それを他者評価する
際の評価基準としました。子どもたちは道案内の
やり取りを行った後に、コミュニケーションカー
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１ 実際のコミュニケーションで活用するために

・新出単語と既習事項を結び付けて提示したことは、
単語を実際の会話でスムーズに使っていた様子から効
果的だったと言えます。
・文に関連する施設や建物を結び付ける活動は、英文
と施設の共通点の気付きにつながり、会話の続きを推
測した、活用できるコミュニケーションへと発展させ
ることができました。

２

Watch & Think

３

主体的に学びに向かう力の育成

・児童は、担任と ALT が行ったデモンストレーション
を見て、「道案内」の目的、場面、状況をよく把握し
ていました。また、会話を行う上でよいモデルが何か
を見いだし、活動へとつなげていました。

・児童がデモンストレーションの中から、良かった点
を見つけ出し、それが本時の目標になるのと同時に、
評価基準にもなっており、児童が他者に配慮しながら
主体的に学びに向かっていました。その姿は、小学校
から中学校へと学びが継続していく手立てとなってい
ました。
・他者評価を取り入れたコミュニケーションカードの
活用は、児童の自己調整を促す意味で効果的でした。

ポイント３
小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
英語は既習事項を繰り返し使って、慣れて
いくことが大切です。小学校で十分慣れ親し
んだ表現が中学校でも繰り返し使われます。
授業では、間違いを恐れず積極的に自分の考
えや気持ちを伝え合っていくことで、英語の
力が身に付いていきます。

新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

特別の教科

道徳

９年間の道徳科の学びに関する研究
いのちを大切にする心を育む授業に視点を置いて
ポイント２

小・中学校の教員が校種を入れ変えて
授業実践を行い、内容項目「生命の尊
さ」を手掛かりにした学びのつながり
に着目して、研究を進めました。

研究のまとめ
〇「生命の尊さ」に関する児童生徒の発達の段階
を捉えました！

ポイント１

【低学年】
・生活の中での当たり前が「生きている証」であり、
すばらしいことである。
【中学年】
・自分の命も友達の命も一つしかないからこそ、大
切にする必要がある。
【高学年】
・一つ一つの命にはつながりがあると共に、生きてい
るからこそできることがあるから尊いものである。
【中学校】
・命は有限性や連続性、偶然性など多様な側面があ
るから、尊いものである。

研究内容と実践
１ 内容項目の発展性を分析
（１）小・中学校学習指導要領解説特別
の教科 道徳編に記載された内容項目
「生命の尊さ」の概要と指導の要点を
分析し、整理しました。

縦のつながり

発達の段階を理解すると、教材中の着目さ
せたい部分が明確になり、発問が変わりまし
た。授業で、自分との関わりの中で考える児
童の姿が増えました。

ポイント３

（２）（１）に基づき、教科書教材の内容
等を分析すると、９年間を通して、
「生
命の尊さ」について、多面的・多角的
なものの見方や考え方ができるよう工
夫されていました。

２

小学校１年生

小学校６年生

中学校２年生

小動物

戦争

生命倫理

小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
義務教育のスタートに当たる小学校１年生で
授業をしましたが、小学校１年生でも、様々な道
徳的価値について、自分なりの考えを持っている
ことが分かりました。中学校での授業は、生徒の
それまでの経験を踏まえることで、より深まりの
あるものになると再認識しました。

１年間の学びの深まりを意識した小学校１年生における授業研究

どこに着目すれば、
「生きていることの素
晴らしさ」を感じる
のかな。

「生きていることは素晴らしい」と
いう実感につながる教材活用の工夫

道徳科の学びをつなげる掲示物の工夫

横のつながり
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各教科等での学びとのつなげる意識

新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

総合的な学習の時間

一人一人が主体的に学ぶ探究的な学習
自分ごととして課題を捉えて自己の生き方を考えるために
ポイント２

小学校４年生の実践です。

【検証】手立ては有効だったのか？

ポイント１
研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１

児童の思い願いを実現するために
ひろって・つなげて・価値付ける
児童に「自分たちの力でできた」という実感
を持たせることが重要だと考えました。そのた
めの１つの手立てとして、課題解決に必要な児
童の発言や行動を「ひろう」、そこから他の児
童に「つなげる」、そして活動を「価値付ける」
ことを意識して実践しました。

２

地域資源の活用
必然的な出会い
計画に沿って教師が提示するのではなく、
「〇〇したい」と願いを持った際につなげるよ
うにしました。また、人とのつながりは事前に
教師が連絡を取り準備しますが、そのことは児
童には告げず、自分たちで実際に様々な人と交
渉し、出会いの場を設定することができたとい
う実感を持たせることを重視しました。

３ 探究のプロセスを意識した授業
（１）失敗からの探究の深まり
探究心の更なる深まりをねらい、給食の残飯
をもとに段ボールコンポストで作った肥料が地
域の方に受け入れてもらえない経験になるよ
う、あえて地域の方に依頼しました。
（２）整理・分析するための支援
「何を」分析したいのかを、明確にすること、
どの子も参加
できるように
することを意
識して「付箋」
や「 思 考 ツ ー
ル」を活用し
ました。
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１ 教師の適切な指導の在り方
学習指導要領解説には「原則としては児童の
よさや可能性を引き出し、それを支え伸ばすこ
とが重要であること。しかし、それだけでは学
習の広がりは期待できない。そのため教師の指
導性を発揮することが重要であること（抜粋）」
と記されています。本研究では、教師の指導性
を発揮する視点を「子どもが主役」としました。
それは手立ての中に一貫してあります。児童は
「自分たちの力で取り組んだ」という実感を常
に持っていました。この教師の関わりが「自分
ごととして課題を捉え」、自ら新たな課題を更
新し、探究のプロセスを一人ひとりが主体的に
「回す」姿につながっていきました。
２ 「自己の生き方を考える」
今回の活動を通して学級の中に変化が起きま
した。それは、給食の残量が激減したのです。
探究的な活動を通して「環境」に対する具体性
が増し、児童一人ひとりの理解が深まりました。
そして、学んだことと自己を結び付け「嫌いな
ものを残していた自分に向き合い、残さずに食
べることを選択する児童」が増えました。これ
こそが「自己の生き方を考えた」からこそ現れ
た児童の豊かな姿であると言えます。

ポイント３
小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
中学校区では、小学生と中学生の共通性の
１つに「同じ地域に住んでいる」ことが挙げ
られます。小・中学校共に「地域を基盤」に
活動することで、小学校での学びの上に中学
校の探究のプロセスをスタートさせることが
できます。そうすることで児童生徒にとって
一貫性のある学びを実現できると感じました。

新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

特別活動

合意形成を通じた自治的能力の育成
９年間を通した授業づくりの視点
ポイント２

「学級活動（１）」の実践を
もとに研究を進めました。

【検証】手立ては有効だったのか？

ポイント１

１ 学級目標を日常的にフィードバック
やがて学級目標が合言葉のようになり、トラ
ブルに対しても児童自ら学級目標に向かおうと
する姿勢が見られるようになりました。

研究内容 ～こんな手立てを講じました！～
１ 学級目標との関連が常に根底にある
（１）児童の「思い」が込められた学級目標
学級目標は、児童の「思い」が込められてい
ることが不可欠です。なぜなら、自発的に話し
合いに参加し、決めたことを自治的に取り組ん
でいく「核」になるからです。それゆえ、一人
ひとりの思いを伝え合いながら「全ての思いが
込められている」と実感を伴う象徴的な目標を
作成することが大切になります。
（２）日常的なフィードバック
学級目標を「ただのお飾り」にしないため
に、日常的に児童に働きかけることを意識しま
した。声をかけるだけではなく、児童の振り返
りや決まったことを可視化するために、教室に
掲示しました。

２ 「何を大切にすべきか」児童が認識していた
児童の言動から安易な多数決をしない、プラス
意見で伝え合うこと等を「ルール」として認識し
ている子はいないように見えました。一人ひとり
の思いを大切にすることが学級目標につながる、
そうすることが自分にとっても心地よいことを今
までの経験から知っているようでした。
３ 「教師の適切な指導」＝「信じて待つ」
提案者が語ったのは、
適切な指導とは児童を「信
じて待つこと」でした。この姿勢を大切にして、
学級目標を学級づくりの指針として日々児童と共
に取り組みました。
「なすことによって学ぶ」こ
とを実践し続け、児童は「個」としても「集団」
としても大きな成長を見せました。学級活動を充
実させ、合意形成を図る力を育むことで「児童が
変わる。
」
「学級が変わる。
」
「学校が変わる。
」こ
れを具現化させたのは、
「教師の適切な指導」が
大きく関わっていると言えます。

２ 「学級活動（１）」の実践（事前の指導）
（１）学級会カード 議題に対する自分の意見
を一人ひとりが予めまとめておきます。
（２）計画委員会 事前に全員の学級会カード
に目を通し、短冊を作成します。また、話し
合いの見通しを持たせます。

ポイント３

３ 「学級活動（１）」の実践（本時）
（１）安易な多数決はしない 安易に多数決を
とってしまうことで、児童の大切な思いを表
出する場面を奪うことにつながります。
（２）プラス意見で伝え合う 自分と異なる意
見には、否定的な表現にならないようにしま
す。
（３）教師の適切な指導 目の前の児童の実態
で教師の支援は変わります。「自分たちでで
きた」と実感を持たせる関わり方が大切です。

小・中学校等の系統性
中学校の先生に聞きました！
小学校の実践を知り、とても参考になるとと
もに、よい刺激を受けました。これからは、もっ
と小・中学校の連携を図っていきたいと思いまし
た。
研究の成果から得られたエッセンスを、限られ
た授業時数の中で、どのように取り込んでいくか
が、中学校教諭である我々の課題だと思います。
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新学習指導要領を踏まえたこれからの授業づくり

特別支援教育

児童の気持ち、考えの「見える化」を意識した
特別支援学級における道徳科の授業
ポイント２

特別支援学級における道徳科の授
業で効果的な支援の工夫について
研究を進めました。

【検証】手立ては有効だったのか？

ポイント１

１ 内容項目の重点化

指導の工夫 ～こんな手立てを講じました！～
１

内容項目の重点化
児童の実態から、「他者との関わり」を大切
にしたいと考え、内容項目「親切、思いやり」
と「よりよい学校生
活、集団生活の充実」
を重点的に指導しま
した。題材は学校生
活で起こりそうなこ
とを自作の動画で提
示しました。
２

児童の気持ち、考えの見える化（視覚化）
表情絵カードを使用し、その種類や枚数に
よって児童が気持ちや考えを表出できるように
しました。
また、小グループでの話し合いや役割演技の
様子を撮影し、その
動画を振り返りの場
面で活用することで、
児童がお互いの考え
や気持ちを共有でき
るようにしました。

特別支援学級における道徳科の授業では、繰り返し
学習することが非常に有効です。今回の実践では、児
童の実態から内容項目を重点化し、題材を替えて、何
度も指導することで、児童が自分ごととして考えるよ
うになりました。

２ 児童の気持ち、考えの見える化（視覚化）

自分の気持ちや考えを表出することが難しい児童
も、表情絵カードを使用して表出することができまし
た。「とてもうれしい」はカードの枚数で、
「うれし涙」
は「うれしい」と「かなしい」のカードを組み合わせ
るなど、児童の気持ち、考えの見える化に有効でした。
グループに分かれての話し合いや役割演技では、児
童の気持ちや考えが言葉や行動で表出されていまし
た。その様子を撮影し、それを振り返りの場面で共有
することで、児童が「自己を見つめる」ことや「多様
な考えに触れる」ことにつながりました。

３ 授業の構造化

授業の流れを毎時間同じにしたことで、児童は見通
しを持ち、落ち着いて参加することができました。
授業の中に取り入れた自立活動は毎時間繰り返し行
うことによって、児童が他の児童の気持ちを考えたり、
気付いたりすることにもつながりました。道徳科の内
容を考える場面でも、自立活動での取組の成果が現れ
ていました。

ポイント３
小・中学校等の系統性

３

授業の構造化
児童が毎時間、安心して授業に参加できるよ
う、毎時間授業の流れを同じにしました。
また、児童の実態
に合わせ、授業の中
に自立活動を取り入
れ、道徳科を学習す
る上での困難さの改
善・克服も行いまし
た。

中学校の先生に聞きました！
自分の気持ちや考えを表出することが難しい
生徒は少なくありません。
そんな中、本研究のように「見える化（視覚化）」
することで、自分の気持ちについての理解を深
め、表出することにつながるのではと思いまし
た。切れ目ない支援のために、有効な支援の手
立てを小・中学校で共有することが非常に有効
だと思います。
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相模原市初の義務教育学校

開校！ 青和学園
開校までの道のりと特色ある教育活動
相模原市立青和学園

１

校長

小畑弘文

開校までの経緯

令和２年４月１日、青野原小学校・青野原中学校・
青根小学校・青根中学校が統合し、市内初の義務教
育学校として青和学園が開校しました。
新型コロナウイルスが全世界で蔓延し、市内全小・
中学校において臨時休校措置が取られるなど、異例
な状況下での開校となりました。
開校までの経緯について、簡単に記したいと思い
ます。
青野原小学校・青野原中学校は、平成 18 年度か
ら､ 施設一体型の校舎を生かした小中連携を意識し
た教育を進めてきました。平成 29 年度には、教育
委員会から義務教育学校の設立について説明があり
ました。その後、平成 30 年９月 27 日に、第１回青
野原小・中学校における義務教育学校設立準備委員会が立ち上げられました。令和２年４月の義務教育
学校開校に向け、地域やＰＴＡ代表、学校関係者などとともに、新しい学校づくりの第一歩が始まった
のです。
当初は、青野原小学校と青野原中学校のＰＴＡ役員や学校評議員の方々が委員となり、青野原小学校
と青野原中学校が義務教育学校に移行する方向で進んでいましたが、その後、青根小学校と青根中学校
も統合することとなり、平成 30 年 11 月の教育委員会定例会で、４校ともに義務教育学校へ移行する
ことが決定しました。
このことにより、義務教育学校設立準備委員会に青根地域の方々も加わり、相模原市初の義務教育学
校の開校に向けた協議が進められることとなりました。
第３回設立準備委員会から、教育委員会が作成した「義務教育学校づくりの基本コンセプト（以下「基
本コンセプト」という。）が示され、学校名の決め方などについても話し合われるようになりました。後に、
学校名のほか、校歌・校章についても公募により決められることとなりました。
令和元年 10 月７日に開催された第８回設立準備委員会を最後に、以後、青和学園設立に向けた協議は、
学校運営協議会に委ねられました。

２

２つの学校を運営しながらの開校準備

平成 31 年度の人事異動で、私は、青野原小・中学校両校の校長として赴任しました。
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どの学校でもそうですが、企画会議、職員会議などの会議があります。私は、当然、両校のそれぞれ
の会議に出席しなければなりませんでした。その上、両校合同の運営会議や職員会議も設置されており、
それらの会議に出席する中で、青和学園開校に向けた校内での準備に係る話し合いや教育委員会との会
議にも臨まなければなりませんでした。
もちろん、これら開校に向けた会議に出席していたのは、私だけでなく、両校の副校長や教務主任、
そして、私とともに赴任した義務教育学校設立準備担当の総括教諭でした。４月当初から、両校の教育
活動や通常の会議等を行いながら、並行して次年度の開校に向けた様々な準備を進めるという、新年度
が始まったのです。

３

１つの職員室へ、１つの職員集団へ

青和学園は、青野原小・中学校の校舎を使うため、校舎の改修に向けた準備も行ってきました。
平成 31 年４月から、教育委員会との打合せが始まり、２つの職員室を１つにして、新たに事務室を
１階に設置することなどが決まりました。職員室については、小学校の方が広かったため、メインの職
員室とすることにしました（第１職員室）。
そして、基本コンセプトに合わせ、第１職員室には、第１ステージ（１年生～４年生）、第２ステー
ジ（５年生～７年生）、第３ステージ（８年生、９年生）に所属する職員の机をステージ毎に分けて配
置し、各ステージの職員同士が連携を取りやすいよう座席の配置を工夫しました。
また、中学校の職員室であった部屋を第２職員室とし、支援教育支援員、スクールサポートスタッフ、
学校技能員、図書整理員などの机や、打合せができるテーブル、印刷機、休憩コーナーなども設置しま
した。
さらに、第１職員室と第２職員室の壁を一部撤去し、職員の移動を容易にして、一体感を生むように
配慮しました（これらの工事は令和元年夏期休業中に終了）。
小・中学校両校の教育活動を行いながら、開校に向けて両校の職員が話し合う時間を確保することは、
困難を極めました。というのも、小学校は、授業の実施に向けた打合せなどが放課後に予定されており、
中学校は、放課後に部活動があるからです。さらに、小・中学校合同の行事のための会議も設定されて
いました。

座席の配置を工夫した職員室

職員の休憩コーナー

そこで、準備作業の効率化を図るために、義務教育学校ではどのような取組をしたいか、どんな課題
が考えられるかなどについて、職員にアンケート調査を行うとともに、企画会議のメンバーで、アンケー
ト結果などを参考に教育計画の大枠を固めることとしました。
また、開校準備に関わる両校合同の会議は、部活動がない期間や夏期休業中に集中して行うこととし
ました。しかし、実際には、本格的な議論が開始できたのは、２学期の小・中学校合同の文化祭が終了
した 11 月以降でした。
議論が本格化するに従って、それまで、職員は小・中学校それぞれの立場で話し合いをしてきましたが、
小中一貫教育について具体的に話を進めていくと、小・中学校の考え方の相違がより明確に現れるよう
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になりました。それは、一つの職員集団となるという自覚が生まれるとともに、教育活動を真に児童生
徒のためにするには、どのようなことが必要なのか、真剣に議論をしていることの証でもありました。
一つ例を挙げると、児童会活動、生徒会活動に関わることです。例えば、新入生を迎える会や卒業生
を送る会は、どの学年が参加して主体となるのかなど、この他の行事についても、その具体的な実施方
法などについて多くの時間を費やし議論しました。
「何のために行うのか」という視点で、各行事のあり方を議論する中で、「例年行ってきたから」とい
うような曖昧な理由で続けられてきた行事が精選されるとともに、小中一貫教育をステージ制を生かし
ながらどのように構築していくのか、まだ市内では、誰もやったことのない取組への意欲が、一つの職
員集団の中に高まってきたのです。

４

青和学園の基本コンセプト

前述したように、基本コンセプトは、設立準備委員会で検討されてきましたが、令和元年 11 月５日
に行われた「相模原市立青和学園開校に係る保護者説明会」では、最終的に確定されたものが示されま
した。
（図１）

図１

青和学園の基本コンセプト

私は、この最終確定版が示される前の夏期休業中から、新年度の学校経営の素案作りに着手していま
した。「本市の小中一貫教育のパイオニア」という言葉には、多少プレッシャーも感じていましたが、
ここに示されていることを実現したいという思いを強く持っていました。
そんな折、e- ネット SAGAMI のお知らせにあった、「さがみはら大作戦〜未来を創る SDGs フェス
ティバル〜」の案内が目に入りました。添付されていたチラシを見ると、イベントの一つに「持続可能
な社会の担い手を育てる！手島利夫セミナー」とあり、興味を覚え、令和元年９月 21 日、相模原青年
会議所が主催するセミナーに参加しました。
手島利夫先生のことは、失礼ながらこの日まで存じ上げていなかったのですが、先生の話術に引き込
まれてしまいました。手島利夫先生は、江東区立八名川小学校の校長をされていた方で、ユネスコスクー
ルとして ESD カレンダーの開発や ESD の推進に携わり、ジャパン SDGs アワード特別賞を受賞され
るなど、ESD･SDGs の分野で活躍されており、現在、日本 ESD 学会副会長を務めておられます。
この日は、「新しい時代に向けた相模原市の教育を創る～持続可能な社会の創り手をどのように育て
るか～」というテーマのお話でした。
「今の学校教育でよいのだろうか。」「教育を通じて、どんな世界を実現したいか。」「一人ひとりの児
童生徒をどんな大人に育てるか。」「育てたい資質や能力、人間性等とは何か。」「そのための教育方法
（教え方、学び方）とは何か。」等の問いから、様々なことを考えさせられました。そして、このことが、
青和学園の経営方針（グランドデザイン）を作成する上で、大きなヒントとなったのです。
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余談ですが、セミナー終了後、手島先生に本校に講師としてお越しいただきたい旨をお願いしたとこ
ろ快諾していただき、令和２年１月に研修会を行いました。この研修会で職員が体験した、ワールドカ
フェ方式の授業などは、その後の授業のイメージ作りに非常に役立ちました。

５

未来像を考えることの楽しさ

夏期休業中から着手した「学園経営グランドデザイン」（図２）を作成する上で、手島利夫先生のお
話から改めて学習指導要領解説を読み、中央教育審議会初等中等教育分科会における資料（「新しい時
代の初等中等教育の在り方について」 文部科学省）なども参考にしました。その過程で、
「Society5.0
時代」を見据えた学校像を構築しようと考えました。

図２ 学園経営グランドデザイン
青和学園ホームページから「青和学園の教育」をクリックすると、拡大して見ることができます。
http://www.sagamihara-seiwa-c.ed.jp/
また、このことに加え、長年の歴史があった母校が児童生徒数の減少という課題があったことから統
合され、閉校という喪失感を味わった卒業生や地域の方々の思いにも寄り添いながら、青和学園は、地
域に愛される学校、持続可能な社会の担い手となる子どもたちを育てる学校でなければならないと考え
ました。
自分でも思いもよらなかったのですが、新しい学校で取り組みたいことが、次々と思い浮かび、正に
ワクワクしながら、望ましい学校の未来像を具現化するグランドデザインを何回も書き加えたり、修正
したりしました。そして、最終版が完成したのは、開校直前の令和２年３月でした。
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６

教育活動の主な取組

言うまでもなく、どの学校においても肝
心なのは、授業です。開校までの間、職員
には幾度となく「授業を変えよう。子ども
たちが楽しいと感じ、主体的に学ぶ授業にし
よう。
」と言ってきました。
教師の指示や命令で子どもたちが受け身
的に活動させられる授業、単に知識を問う
質問を繰り返し、子どもたちが挙手を競う
ような授業、満点を取ることなどの結果の
みを求めるような授業など、教師主体の旧
態依然とした授業から脱却しなければなら
ないとの思いが根底にあり、次のような取
組を考えました。
１年生・３年生・９年生の合同授業
併せて緑区で唯一のコミュニティ・スクール
でもあり、「地域とともにある学校」という視点からの取組、そして、何より、子どもたちが、将来の
夢と学んでいることとが結び付いていることを認識し、「何のために学ぶのか」という意義を理解する
ことで、学ぶことへの意欲が高まり、自立して生きていくことができるよう、支援するための取組を行
うこととしました。

◆

Say “ 和 ” ラーニング

異学年による協働学習のことです。
本校は、多くの子どもたちが、同
じ保育園や幼稚園から入学してくる
ため、友人関係の固定化や序列化な
ども懸念されます。そこで、他学年
との交流を取り入れて、人との関わ
りが楽しいと感じられる機会を意図
的に設けることとしました。
開校以前から、各校において異学
年交流が行われてきたことから、活
動自体は比較的スムーズにできるも

異学年による協働学習

のと思われました。本校においては、異学年による協働学習の第一の目的は、どのような言葉
を掛けたら相互が心地よいか等を実感しながら、コミュニケーション能力（非認知能力）を育
むことであることを職員で確認しました。
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◆

Say “ 和 ” タイム

持続可能な開発目標（SDGs）に関わ
る取組を行う、生活科・総合的な学習
の時間のことです。
青根・青野原両地域の人々や社会、
自然に興味・関心を持ち、自ら設定し
た課題解決のために主体的・協働的に
取り組み、各教科等で学んだ「知識・
技能」や「思考力、判断力、表現力等」
を活用・発揮し、課題を自己の生き方
との関わりで考え、地域社会に貢献す
青根地域における水田の観察の学習

る実践でもあります。

今後、市内の大学とも連携しながら、地域活性化にもつながる実践にしていく予定です。

◆

Say “ 和 ” 未来へのコンパス

学校独自で作成した、キャリア・パスポートのことです。
１年生から９年生までが、各学期の始めと修了時、各行事
の振り返りをする際などに、ほぼ同一の形式のシートに記
入します。（各ステージで発達段階に応じて文章等を変えて
います。）
子どもたち一人ひとりに専用のファイルを用意し、９年
間分のシートを保存するようにしています。また、面談時
にも活用しています。
年生

名

前

Say “ 和 ” 未来へのコンパス

◆

全学年で保護者とともに行うキャリア ･ カウンセリング

１学期及び２学期に、「Say“ 和 ” 未来へのコンパス」を活用しながら、キャリア教育の視点
で行う保護者面談のことです。
子どもたちが抱く自己の将来像などを尊重しながら、生活する中で遭遇する問題に対処でき
る力や態度を発達させ、自立的に生きていけるように、担任と保護者が協力しながら支援する
ことをねらいとしています

７

おわりに

青和学園開校に無事漕ぎ着けられたのは、教育委員会関係各課のご協力のおかげです。そして、非常
に多忙な中、数多くの話し合いを行い、各種計画書を作成するなど、意欲的に準備してくれた職員のお
かげです。
新たな学校の開校の場に偶然にも居合わせ、困難な課題に献身的に対処してくれた皆さんに感謝する
とともに、これからも青和学園での教育に一緒に取り組みたいと思っています。
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教育研究員研究

外国語教育

CAN-DO リストに基づき共に目指す小中一貫の英語教育
間瀬
中沢

翔太（麻溝小学校）
暢 （上溝中学校）

川嵜
稲次

真弓（星が丘小学校） 小川
真理子（相武台中学校）

悦子（大野北小学校）

研究概要

令和２年度から小学校の新学習指導要領
が全面実施され、３, ４年生では外国語活
動を年間 35 時間、５, ６年生では外国語科
の授業を年間 70 時間実施することとなっ
ています。
また、令和３年度に全面実施となる中学
校新学習指導要領では、総語彙数や言語材
料など、指導内容が増加するほか、小・中・
高等学校の一貫した学びを重視し、外国語
能力の向上を図る目標を設定するなど、外
国語教育の充実が求められています。
そのような中、小・中学校等の接続が、
今後ますます重要になってくることから、
本研究では小中一貫を意識した外国語教育
の充実を目指すために、児童、生徒、教師
が共に見通しを持って授業に臨めるよう、
相模原市の児童生徒の実情に伴った CANDO リストスタンダードを作成しました。

小・ 中 ７ 年 間 の CAN-DO リ
ストには上段と下段があり、下
段を身に付けた上で、上段に取
り組む形にしています。「評価」
は評価方法の例になります。

研究内容

CAN-DO リストを活用した「聞くこと」
「読むこと」「話すこと」「書くこと」の４
技能の育成

小学校の年間や学期ごとの
CAN-DO に は、 該 当 す る
単元が終わったら児童に振
り返らせ、できるようになっ
た場合は色を塗ります。

研究の手立て

１ 小・中７年間の CAN-DO リストの作成
２ 小学校３～６年生の年間の CAN-DO
の作成
３ 小学校５，６年生の学期ごとの CAN-DO
の作成
４ 振り返り用紙（CAN-DO 付き）の作成

振り返り用紙には単元に該当する
CAN-DO を枠に書き込み、児童生
徒に見通しを持たせるとともに、達
成できたら色を塗ります。

上記の１～４を活用し、研究を行っていきます。

※ CAN-DO リストの格納場所
e- ネット SAGAMI 共有キャビネット→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→外国語
CAN-DO リスト
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教育研究員研究

キャリア教育

一人ひとりの社会的・職業的自立に向けた研究
熊川
山本

浩之（大野小学校）
畠山
真也（鵜野森中学校） 寺園

【はじめに】
令和元年度から２年間、相模原市内の教員に
よる実践研究を行っています。この紙面では、
教育研究員が実践研究を通して考えてきた「相
模原市版キャリア・パスポート（さがそうみら
い Passport）標準様式）」に絞ってお伝えいた
します。各校の先生方の取組の参考になれば幸
いです。

智也（鹿島台小学校）
浩平（串川中学校）

中

表

紙

さがそうみらい Passport（標準様式）
全ての学校で統一の様式を使
用することを規定するものでは
ありません。
「守・破・離」という言葉が
ありますが、標準様式は「守」だとお考えくだ
さい。標準様式をそのまま使用することも、学
校独自の様式を必要に応じて改善することもで
きます。「目の前の児童生徒の実態に応じて」
どのような項目を設定するかを考えることが大
切です。

キャリア・パスポートを見直す視点は？
標準様式には次の５つの視点が盛り込まれて
おり、参考にすることができます。
視点①

基礎的・汎用的能力の側面で自己
評価できる項目

視点②

授業、授業外、学校外に目を向け
させ、自己の成長を振り返る項目

視点③

個人の振り返りに加え、子ども同
士の交流場面に生かせる工夫

視点④

先の見通しを持たせ、未来の出来
事に対して意思決定する項目

視点⑤

教師や保護者などの大人が対話的
に関われる工夫

年度の初めに記入するものです。児童生徒
に 1 年間のおおまかな見通しを持たせるため
の工夫があります。また、数値による自己評
価の項目は、キャリア教育全体計画で記した
目指す具体の姿を、児童生徒に伝わるように
簡易な表現で記します。この際、児童生徒と
目指す具体の姿を共有することが大切です。
また、あれもこれも自己評価させようとす
ると、一つ一つの意識が薄くなってしまいま
す。目安として、小学校低学年で２～３つ、
中学年で３～４つ、高学年及び中学生で４～
５つくらいです。児童生徒の実態に応じて設
定してください。

リフレクション型（表面）
「学期末」「学年末」にまとめて振り返りを行う
様式です。

31

視点①
キャリア教育全体計画に記した「目指す具体
の姿」を児童生徒に分かる表現で疑問形にして
聞きます。年度の初めと年度途中、年度の終わ
りに自己評価をすることで児童生徒には自分の
成長に気付くきっかけができます。教師は数値
化することで学級や学校の状況を客観的に捉え
ることができます。この結果をもとに中学校区
で協議することも考えられます。

視点⑤
例えば、今の学びが将来につながることを
示唆したり、今のがんばりを認め、意味付け
たりするようなコメントを書きます。思春期
ゆえにコメントが心に届かないこともあるで
しょう。しかし、愛情あふれるコメントは時
を越えて心に届き、支え続けるものになるの
です。

イベント型（表面）
学校行事等を区切りとして、そこに向かうまで
の過程や事後の振り返りを記す様式です。

視点②
振り返り項目を見ると「がんばったこと」と
書いてあります。この記述から「成功体験を書
かなければならないの？」と感じる児童生徒も
いると思います。
「失敗したこと」も大切な足跡
になるはずです。がんばったことそれ自体に意
味があることに気付かせたいです。
また、児童生徒は学校外の活動でも成長して
います。そこに目を向けることは大切です。

リフレクション型（裏面）
目標を立てます。この時、その目標を受け
て「自分は何をどのようにがんばるのか」見
通しを持たせることが大切です。

視点③
学級活動（３）の授業で「交流を通して自分
のよさ（友達のよさ）に気付いたこと」を記し
ます。自己肯定感・自己有用感の高まりをねら
います。
視点④
学級活動（３）の特質である「意思決定」を
する項目です。意思決定したことは、一人ひと
り意識化を図り、行動に移します。実際にどう
であったか、振り返りも行います。

各校で作成する「年間指導計画」で「洗い
出した教科等」を基に児童生徒に振り返りを
させます。ここでは、
『国語で学んだことを
生かして下級生に説明できた。
』
『友達と協力
して最後まであきらめずに取り組めた。
』と
いうような感想を想定しています。ただし、
児童生徒に記述内容を強要することは適切で
はありません。
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裏

教師にとっては行事等で育成を目指す力を
明確にした意図的・計画的な指導につなげる
ことができます。

表

紙

イベント型（裏面）

視点④
行事等を終えて、振り返りを記します。ま
た、③には「これからの学校生活」について
見通しをもち、
「何をがんばるか」意思決定す
る項目があります。自らの成長に気付き、次
に生かしていくというつながりが大切です。
１枚で９年間の成長を感じられるよう、工
夫しました。どんなことを書かせるか、中学
校区で相談してみるのもいいと思います。
【最後に】
今回、「相模原市版キャリア・パスポート」を
標準様式としてお示ししました。しかし、これは
完成版ではありません。今後、相模原市の先生方
により「目の前の児童生徒の実態」を踏まえて、
様々な工夫がなされると思います。それら一つ一
つの実践は、さがみはら教育の宝となります。今
後も、各学校と情報を共有し、よりブラッシュアッ
プしていきたいと思います。
キャリア・パスポートという教材を活用し、目
の前の児童生徒の成長を支援していきましょう。

視点①
行事等を終えて、充実感や達成感が満ちて
いる状態で、年度初めに自己評価したものと
同一の項目で振り返ることも有効だと考えら
れます。
年度初めの自己評価と自分自身で比較し、
成長を実感することもあります。
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一六四 新学習指導要領の実施に向けて

令和元年十二月

平成二十六年三月

平成二十六年九月

平成二十七年三月

平成二十七年九月

平成二十八年三月

平成二十八年十二月

平成二十九年十二月

平成三十年十二月

ラ
･ ーニングを探る

共に学び共に育つための支援教育

～認め合い、支え合う学級づくり～

『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
一五六

平成二十五年九月

平成二十五年三月

一五五 さがみはら教育のよさとは

一五四 情報活用の実践力を育む

平成二十四年九月

平成二十四年三月

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

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

号数

34

!!

さがみはら教育 165 号

特集「９年間の学びのつながり」はいかがでしたか。

表紙に書かれている数式が、何を表しているか、解き明かせたでしょうか。
教師は、自らが勤務する校種、或いは担当している学年だけに注意が向きがちです。しか
し教育は、小学校だけ中学校だけで完結するものではありません。本年度から相模原市で進
めている小中一貫教育において、常に小・中学校９年間を見通して子どもたちの成長を捉え
ることが教師に求められています。そのことを、数式に見立てて表現してみました。
子どもの成長は、途切れることなく連続しています。
まず、小学校の教師は中学校のことを、中学校の教師は小学校のことを理解しようとする、
教師の意識改革が必要なのではないでしょうか。本特集を参考にしていただくことで、義務
教育９年間を見通した学び、そして、その先の未来へ向けた、さらなる小中一貫教育の充実
を期待しています。
最後に改めて、本号の編集に際し、原稿執筆及び写真提供等にご協力いただいた皆様に心
から感謝申し上げます。

ホームページアドレス
http://www.sagamihara-kng.ed.jp/kyouikucenter/
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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