
 

平成 30年度研究成果中間報告書                【新規：平成 30～31年度指定】 

都道府県・ 

指定都市番号 
13 

都道府県・ 

指定都市名 
東京都 

研究課題番号・校種名 ２（３）小学校 

領域名 カリキュラム・マネジメント 

研究課題 

 

学校全体で取り組む研究課題 

（３）資質・能力を育むために，教育課程に基づき組織的かつ計画的に教育活動の質

を高める実践研究（効果的なカリキュラム・マネジメントに関する実践研究） 

学
ふり

校名
が な

（児童・生徒数） 世田谷区立奥沢小学校
せたがやくりつおくさわしょうがっこう

（412人） 

所在地（電話番号） 東京都世田谷区奥沢３－１－１（03－3727－3535） 

研究内容等掲載ウェブサイト URL http://school.setagaya.ed.jp/owa/ 

研究のキーワード 

カリキュラム・マネジメント 現代的な諸課題 教科等横断的 学習方略 授業デザイン 

研究結果のポイント 

○ 「地域・環境」に関わる課題を通じて育成を目指す資質・能力を明確にするとともに，教科

等で育成を目指す資質・能力の三本柱との関係性について整理した。 

○ 学習方略を習得するためのプロセス「自己診断」，「教師の説明」，「理解確認」，「理解深化」，

「自己評価」による授業実践を重ねた。 

○ 授業ユニバーサルデザインを「具体化」，「見える化」，「単純化」の視点で検討しているが，

日常的・組織的な取組になるよう研究を進める必要がある。 

１ 研究主題等 

（１）研究主題 

現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成を目指す 

カリキュラム・マネジメント―枠組・実践・環境からのアプローチ― 

（２）研究主題設定の理由 

 変化が激しく将来の予測が困難な時代にあっては，主体的に学び続けて自ら能力を引き出し，自

分なりに試行錯誤したり多様な他者と協働したりして，新たな価値を生み出し，よりよい社会を創

り出していく力を育んでいくことが重要である。そこで，昨年度は，教科横断的な視点から教育活

動の改善を図るため,これまで本校で取り組んできた教育活動について，今後の社会の在り方を踏

まえた課題として捉え直し，四つの教科等横断的なテーマとして重点化するとともに，関係教科等

で育成を目指す資質・能力の三本柱との関係性について整理してきた。本校の児童は，知的好奇心

が旺盛で，課題に向かって意欲的に取り組むことができる一方で，主体的に考えたり，自由な発想

で考えたりすることが苦手な児童が多い。さらに，相手の意見を受け入れられずに間違っていると

捉えたり，人の話に興味を示さなかったりするなど，多様な考えを認められない傾向がある。 

 そこで，育成を目指す児童像を「直面する様々な変化を柔軟に受け止め，よりよい社会の在り方

を主体的に考える児童」，「試行錯誤したり多様な他者と協働したりしながら問題を発見・解決し，

新たな価値を創造する児童」と設定し，教科等横断的な視点に立った学習を通して資質・能力を育

むために必要なカリキュラム・マネジメントを進めることとした。そして，研究主題を「現代的な

諸課題に対応して求められる資質・能力の育成を目指すカリキュラム・マネジメント―枠組・実践・



 

環境からのアプローチ―」とし，カリキュラム・デザイン（枠組），授業実践（実践），学習環境（環

境）の三つの観点から，組織的・計画的に教育活動の質を高める実践研究を推進することとした。 

（３）研究体制 

  

 

 

 

 

 

 

 

（４）１年目の主な取組 

平

成

30

年

度 

○ 研究全体会（基調講演３回，協議５回） 

・「主体的, 対話的で深い習得を目指した授業－教えて考えさせる授業を通して－」(５月) 

・「学習方略を習得するための授業実践で考えたこと－探究学習の質の向上を目指すために－」（６月）  

   講師 広島大学大学院教育学研究科准教授 

・「現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成を目指すカリキュラム・マネジメント」（７月）  

   講師 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官 

・研究主題，目指す児童像，資質・能力の育成について（４・６月） 

・研究授業，カリキュラム作成に向けて（７・８・10月） 

○ 事前研究授業(４回) 

・低・中・高学年，特別支援学級部会各１回 

○ 授業研究・協議会(４回) 

・高学年分科会；第５学年国語科「構成をおさえて 要旨をとらえよう」(10月) 

・低学年分科会；第１学年生活科「あきと ともだちに なろう」(11月) 

・中学年分科会；第３学年社会科「変わるわたしたちのくらし」(11月) 

・特別支援学級分科会；知的障害学級生活単元学習「わかばカフェをしよう」(１月) 

   講師 広島大学大学院教育学研究科准教授 

      筑波大学附属大塚特別支援学校支援部 

○ ミニ研究会(24回) 

・分科会による授業研究及び部会による研究協議 

○児童・教員対象質問紙調査（７月・11月・３月） 

 

２ 研究内容及び具体的な研究活動 

（１）研究内容 

  ① 視点Ⅰ「枠組」：カリキュラム・デザインの見直し・改善 

    「地域・環境」，「キャリア」，「国際理解」，「福祉・健康」に関わる課題に対応して求めら

れる資質・能力を明確にするとともに，教科等におけるどのような内容に関する学びが資

質・能力の育成につながるのか，その関連性を明確にしていく。また，地域の人的・物的資

源等の活用範囲の拡大とデータベースの構築を目指す。 

校長 企画運営委員会 研究推進部 
研究組織 

部会 

枠組 実践 環境 調査 

分
科
会 

低学年 3(1) 2(1) 3 1(1) 

中学年 1 2(1) 2(1) 

高学年 2(1) 2 1 

特支学級 2 2(1) 2(1) 

（）は研究推進部人数  

連携 

・NPO 法人お茶の水教師の第三の学び研究会 

  代表:お茶の水女子大学小玉亮子教授 

   副理事:お茶の水女子大学後藤郁子氏 

・広島大学大学院准教授深谷達史氏 

・筑波大学附属大塚特別支援学校支援部 



 

年 組 指導者

授業日 月 日 曜日 校時

教科等名

単元（題材）名

本時の目標 ／ 時間目

・方略重視・意味理解重視・過程重視・失敗活用の学習観を育てる。

※グループで説明し合う活動

自己評価(5)

振り返りで児童に記入させたい文

章のイメージ

前時までの確認ではないことに留

意する

※ペアで説明し合い、ほぼ全員が達成できることを目標にする内容

※グループ活動の活用を通して、最終的に80％が説明できる程度の内容

学習した内容を使って深めたり発

展させたりして教えたことを定着さ

せるための学習内容・方法

・授業を通して考え方にどのような変化があったか、分かったこととその理由、分からなかった（できなかっ
た）ことを記述させる（教訓帰納：質の高い具体的な教訓を引き出し、次につなげるための振り返り）

・理解の一助となること

・相手意識をもった説明、自己説明による理解確認（仮想的教示）

＜「なぜ」を説明させる。意味に立ち返って考えさせる。協働解決＞
・外的リソースを使いこなして（外的リソース方略）「なぜそうするのか」を説明できる（認知的方略）ことを
目指す。

予習（家庭学習等）

本時の学びにどんな課題をもって

授業に臨ませたいか

※教科書を読んでくる程度でもよ

い

教える内容(15)

確実に教えたい内容・確実に理

解させたい内容

理解確認課題(10)

教えた内容が分かったかどうかを

確認するための学習内容・方法

※ペアで説明し合う活動

理解深化課題(20)

世田谷区立奥沢小学校

教えて考えさせる授業(OKJ)構想シート

つまずきポイントと
その手立て

・何を大切にした授業か

＜困難度査定：児童の理解状態を推測し、そのための手立てを考案して授業づくりに臨む＞

目標

目指す児童の姿

図１ 教えて考えさせる授業(OKJ)構想シート  

    なお，研究１年次は，「地域・環境」に関わる課題に焦点化して研究を進めた。 

  ② 視点Ⅱ「実践」：学習方略の習得による探究学習の質の向上 

    質の高い探究学習を進めるためには，深い意味理解を伴う習得が必要である。そこで，東

京大学市川伸一教授の授業設計理論による認知カウンセリング的手法を取り入れた授業を

通して，児童が学習方略を習得し，探究学習に生かせるようになることを目指す。 

③ 視点Ⅲ「環境」：授業デザインによる学習環境の改善 

    授業ユニバーサルデザインを「具体化」，「見える化」，「単純化」の視点で検討するととも

に，授業実践を通してその効果を検証し，「奥小ユニバーサルデザイン」として組織的に取

り組んでいけるようにする。 

（２）具体的な研究活動 

  ① 視点Ⅰ「枠組」：カリキュラム・デザインの見直し・改善 

    世田谷区では，地域とともに子供を育てる教育を推進しており，本校の教育活動も奥沢の

地域に支えられ，児童は地域の人々に見守られ大切に育てられている。地域には，児童が地

域の一員として楽しく参加できる多彩な仕組が整っている。しかし，楽しく参加したり，提

供された仕組の中で役割を果たしたりするだけではなく，児童が自分たちの地域のためにで

きることを様々な角度から考え，地域と協働し地域に貢献できる行動力が必要ではないかと

考えた。そこで，「地域・環境」で育成を目指す資質・能力を「身近な事象を多面的・多角

的に捉え，地域への貢献やよりよい環境の創造のために必要なことを考え，行動する力」と

設定した。そして，分科会ごとに，関係性がある教科等で育成する資質・能力を洗い出しな

がら，より効果的な単元の配列を検討し，年間指導計画としてまとめた。また，これまでの

教育活動で活用している地域の人的・物的資源等のデータベースの構築を行った。 

  ② 視点Ⅱ「実践」：学習方略の習得による探究学習の質の向上 

    「地域・環境」で育成を目指す資質・能力と

の関係性から教科等の単元を設定し，学習方略

の習得プロセス「自己診断」，「教師の説明」，「理

解確認」，「理解深化」，「自己評価」による授業

実践を重ねた。また，毎回「教えて考えさせる

授業 (ＯＫＪ)構想シート」(図１)を使うことで，

各プロセスでの意図やねらいを明確にしながら

授業を計画できるようにした。 

  ③ 視点Ⅲ「環境」：授業デザインによる学習環境 

の改善 

    見通しがもてると落ち着いて学習に取り組め

るようになり，意味理解の深まりにつながると

考え，「時間の見える化」のための掲示物を全教

室で使用するようにした。また，考えさせる観

点を具体化したり，作業方法のパターン化や提

示情報を単純化したりして，学習環境の改善を

図った。さらに，視点Ⅱでの児童の実態を把握

し手立てに生かすための「困難度査定」も，学習環境改善の視点として捉えるようにした。 



 

（３）ＰＤＣＡサイクルへの取組について 

   三つの視点に係る指標を調査項目として，児童及び教員の意識調査（質問紙調査）を７・11

月に実施した。２回の「ミニ研究会」を 12 月に実施し、視点ごとの３部会で調査結果を分析

するとともに，成果と課題，改善策を検討し，12月の校内研究会で報告し３学期からの取組に

生かす。また，３月に意識調査を実施して今年度の研究の成果と課題，改善策を明らかにする

とともに，次年度の研究に生かしていく。 

 

３ 研究の成果と課題（○成果●課題） 

○ 「地域・環境」に関わる課題を通じて育成を目指す資質・能力を明確にするとともに，教科等

で育成を目指す資質・能力の三本柱との関係性について整理することができた。（視点Ⅰ） 

○ 学習方略の習得プロセスによる授業実践を重ねたことで，その授業で習得させるべき内容や児

童のつまずきを分析的に捉え，授業改善に生かせるようになってきた。（視点Ⅱ） 

○ 児童対象の意識調査では，「授業に主体的に取り組むこと」「地域や社会をよくするために何を

すべきか自分なりに考えること」に対して，肯定的に回答する割合が高くなった。 

〇 学校評価では，「本校の子供たちにとって分かりやすい授業が行われている」に対して，肯定

的に回答する保護者の割合が昨年度比 28ポイント高くなった。 

◯ 教員対象の意識調査では，「カリキュラムを意識して，日々の授業に取り組めた」と肯定的に

回答した割合が 55.1ポイント高かった。また，「育成を目指す資質・能力を教科等横断的につな

げて考え，実践することができた」と肯定的に回答した割合が，32.7ポイント高かった。 

● グランド・デザインとして整理・共有するために、昨年度末に実施したワークショップの内容

を取りまとめ全教職員で確認していく。 

● 資質・能力の関係性を表すための様式を工夫し、単元配列の見直しを行う（視点Ⅰ）。現代的

な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成するために効果的な単元配列や教材選択を行っ

ていく。 

● 探究学習の質の向上を目指す（視点Ⅱ）。深い意味理解を伴う習得では、特に「理解深化」の

課題改善を進める。また、児童が習得した学習方略を生かして探究学習を進められるような課題

の設定を工夫していく。 

●人的・物的資源等の活用について見直していく。学校評価アンケートでは，「地域の人材や施設

を教育活動に活かしている」に対して，肯定的な回答が 10.5 ポイント低くなっている。人材の

発掘と学習内容に合わせた効果的な活用を目指す。  

● 日常的・組織的な取組になるような授業デザインを進める（視点Ⅲ）。合理的配慮についても

共通理解を図りながら、どの児童にとっても学習しやすい環境の具体化を進めていく。 

 

４ 今後の取組 

 「キャリア」，「国際理解」，「福祉・健康」に関わる課題に対応して求められる資質・能力と，教

科等横断的な視点で育成を目指す資質・能力との関係性を明確にし，各年間指導計画を作成すると

ともに，地域の人的・物的資源等のデータベースの構築・活用を図る。また、学習方略を活用した

探究学習サイクルの実践・検証を行う。 


