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１ 新たな学びに関する教員の資質能力向上の
ためのプロジェクト（秋田県）について

２ 学校の重点とする資質・能力の育成に向けて
カリキュラム・マネジメントの充実を図る由利
本荘市立西目小学校の取組について

３ 学校の重点とする資質・能力の育成に向けて
小中連携を図る由利本荘市立西目小学校・由利
本荘市立西目中学校の取組について

４ おわりに



教職員支援機構
次世代教育推進センター実践フィールド校

秋田県教育委員会
由利本荘市教育委員会
秋田県総合教育センター
秋田大学教職大学院

由利本荘市立西目小学校
・主体的・対話的で深い
学びの視点からの実践
事例の収集・分析や指
導方法の協働構築等

・分析や協働構築等を
もとに教員の主体的・協
働的な校内研修プログ
ラムモデル案の提供等

由利本荘市立西目中学校
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新たな学びに関する教員の資質能力向上のためのプロジェクト
（秋田県）
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校内研修について

学校の重点とする資質・能力の育成に向けて
カリキュラム・マネジメントの充実を図る

由利本荘市立西目小学校の取組



教育課程全体を俯瞰してみるということ、カリキュラム
のデザインを考えてみるということが、子どもの学びを
分析していくために有効だと考えている。
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どうしてカリキュラム・マネジメントに取り組もうと考えたのですか？



資質・能力は一度の授業で育成する
ことは難しい･･･

期待する姿が、教科を超えて、学年を
超えて、積み重ねられることが資質・
能力の育成には効果的

単元配列表を活用し、教育課程を中心に据えて
子供の資質・能力を組織的・継続的に育む試み

カリキュラム・マネジメントの充実を
図る組織的・継続的な取組が有効であ
るとの共通認識
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カリキュラム・マネジメントの３つの側面

①教科横断的な視点で教育内容を
組織的に配列していくこと

校内研修について

②子供や地域の現状に合わせて
教育課程を改善し続けること

③教育内容と人的・物的資源等
を効果的に組み合わせること

学
校
教
育
の
改
善
充
実
の

好
循
環
を
生
み
出
す
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学校で重点とする資質・能力を核として
カリキュラムをデザインする

7

校内研修について



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

国 語

算 数

社 会

理 科
総合的な
学習の時間

特別活動

道 徳

音 楽

図画工作

体 育

教科・領域
月

第３学年

教科間の活用・発揮（横断関係）

学年間の活用・発揮（上下関係）

単元間の活用・発揮（前後関係）

単元配列表
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

国 語

算 数

社 会

理 科
総合的な
学習の時間

特別活動

道 徳

音 楽

図画工作

体 育

教科・領域
月

第３学年

何をつなぐか?
→学校の重点として育成を目指す資質・能力を軸に！

どのようにつなぐか？
→子供の姿から分析したことをシンプルに！

単元配列表
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育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会
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校内研修について



新学習指導要領 総則

２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
(1) 各学校においては、
児童生徒の発達の段階を考慮し、
言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）問題題発見
・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していく
ことができるよう、
各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から
教育課程の編成を図るものとする。

(2) 各学校においては、
児童生徒や学校、地域の実態及び児童生徒の発達の段階
を考慮し、豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の
社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して
求められる資質・能力を、教科等横断的な視点で育成して
いくことができるよう、
各学校の特色を生かした教育課程の編成を図るものとする。
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育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会
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校内研修について



育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会

13



育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会
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校内研修について

４年

３年

２年

１年

６年

５年



教科型指導の改善による
21世紀型の資質・能力の育成

○育成を目指す資質・能力の三つの柱
(1)知識及び技能が習得されるようにする。
(2)思考力、判断力、表現力等を育成する。
(3）学びに向かう力、人間性等を涵養する。

○21世紀型の資質・能力の育成は、一つの教科等をもって単独
で迫れるものではなく、教育課程を構成する全ての教科等が、
それぞれの役割を果たし、そして連携と横断を生み出すこと
によって、成果を得るに至る。

○教科横断的な視点をもって、教育内容を組織的に配列して
いくカリキュラム・マネジメントが強調されたのも、「主体
的・対話的で深い学び」の実現を目指す授業改善と密接に関
わりがある。
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カリキュラムを俯瞰して捉えた中での
1時間としてみる視点の重要性

資質・能力を育むためのカリキュラムのデザインをしてみて
よかったと感じることは何ですか？
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校内研修について



子供の思いや願いは単元での学びを支えるものなので
カリキュラムのデザインに反映させることが重要

カリキュラムのデザインを効果的な取組につなげるには
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校内研修について



今、行っている授業が育てたい資質・能力にどう
つながっているのかをもっと意識しなければいけない。
そうしないと、今日の学習が意味あるものにならない。

資質・能力を育むカリキュラムのデザインを進めていく際に
留意しなければいけないと考えていることは何ですか？
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校内研修について



資質・能力の観点から単元のつながりを考えてみると、体験と
言語のつながりや単元と生活のつながりなどが見えてきた。
子供の姿からもっと見えてくるつながりがあるのではないかと
楽しみにしている。今後、子供の姿の分析を通して先生方と
共有し、カリキュラムを柔軟に捉え直しながら進めてていきたい。

資質・能力を育むためのカリキュラムのデザインをしてみて
よかったと感じることは何ですか？
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校内研修について



カリキュラムのデザインを作成しておわりにしないことが重要。
いろいろな先生方と機会を捉えて、日常的に子供の姿の分析を
通して修整しながら取り組んでいきたい。

資質・能力を育むカリキュラムのデザインを進めていくにあたり、
さらに効果的な取組にするために何が必要だと考えていますか？
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校内研修について



カリキュラムをデザインしていく際には、学年のつながりも
考えることができるように工夫した。学年のつながりが見えると
教科のつながりもこれまでより見えやすくなったと感じている。
互いの取組を共有することで、子供の資質・能力を育成していく
際に、新たな発見があるのではないかと楽しみにしている。

研究主任としてカリキュラムのデザインを効果的な取組につなげるには
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校内研修について



カリキュラムのデザインを生かした単元デザイン
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校内研修について



カリキュラムのデザインを生かした単元デザイン
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校内研修について



育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会
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校内研修について



育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会
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校内研修について



育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会
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校内研修について



育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会
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校内研修について

１年 3年 5年

２年 4年 6年



育てたい資質・能力に着目してカリキュラムを捉え直す研修会
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校内研修について

6年4年

3年１年

２年

5年



カリキュラムのデザイン活用した授業改善は、取り組んでみると
思ったより簡単だと感じている。職員の異動があっても続ける
ことができているので、継続性についても手応えを感じている。
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カリキュラムのデザインを活用した授業改善に取り組んでみてどうですか？



教育活動と一体的に行う研究・研修の充実
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★日常の教育課程の実施と研究を一体的に展開
➪教師が学び合い、力量を高め
子どもの資質・能力の育成につながる

校内研修について



学校で重点とする資質・能力の育成に向けて
小・中学校が連携し、協議・実践を積み重ね
ている。
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新たな校種間連携の在り方への示唆

校内研修について



育てたい資質・能力に着目した小中合同の授業研究会
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校内研修について



小学校で育ててこられた力をさらに伸ばすために、
教科のねらいも達成しつつ、教科の枠を超えて
社会に出ても活用できる力を育てていきたい。
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資質・能力を育むための小中連携に取り組んでみて
感じていることは何ですか？

校内研修について
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校種を超えて互いの取組から学び合い、
協議・実践を積み重ねている。
子供の学びはつながっているからこそ
校種を超えて互いのよさを補完し合う
ことが、資質・能力の育成に効果的。

新たな校種間連携のあり方への示唆



一番大切な（難しい）のは子供の姿を見取る目
（児童・生徒理解、教材研究、授業づくり、カリキュラム・
デザイン、社会背景への理解等・・・全てが必要になる）

授業を分析する際には
（何のための）学び合いを通して、どこにつながり
（教師が分からせたつもりではなく、子供自身が
納得し）、個に戻って（なんとなく分かったつもりに
なっていたようなことも含め、自己の変容を、学び
の手応えを明らかにし）どんな力がついているのか
分析し、その後の教育活動に活かしていく。
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迷いが生じたり、
しぼんでいきそうになったりしたとき
やはり、「育てたい資質・能力にこだわって」
ということが
軌道修正の鍵となります。

36



社会が変化していく中で
未来を生き抜かなければならない
子供たちのことを考えると
教師も現状のままではいられない

☆いつでも子供の姿で検証することが大切
→育てたい資質・能力は身に付いたのか
→そのために何が有効だったのか
→改善点があるとすると、どのように改善する
ことで、資質・能力が身に付くのか

未来の創り手となる子供たちのために
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☆いつでも子供の姿で検証することが大切
→育てたい資質・能力は身に付いたのか
→そのために何が有効だったのか
→改善点があるとすると、どのように改善する
ことで、資質・能力が身に付くのか

アクティブ・ラーニングの視点からの授業改善と
カリキュラム・マネジメントを

組織的・継続的・自覚的に行うことが有効

未来の創り手となる子供たちのために
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○「授業実践事例」の公表

＊主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に取り組んでいる「授業実践事例」を紹介

◇ホームページにおける成果公表
http://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/index.html
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◇ホームページにおける成果公表
http://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/index.html

○「研修実践事例」の公表

＊主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に取り組むための「研修実践事例」を紹介
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学校の重点とする資質・能力を軸にした挑戦
秋田県

由利本荘市立西目小学校提案授業より

一つ一つの授業の中で、自分一人で考える時よりも、友達
と意見を交わし合って考えたときの方がよりよい意見を導き出
せると私は思う。実際に、友達と意見交換してみると、自分一
人だけでは見つけられなかった考えがたくさん見つかる。また、
一つの意見をみんなで考え合うと、さらによくなった意見を生
み出すことができる。 （新聞に掲載された投書より一部抜粋）

身の回りで気付いたさまざまなことを学校で学んだことと関
連付けることで、深くしっかりと身につけることができるだろう。
特に自分の将来につながることを見つけたら、学校で学んだこ
とと関連付けていくことで将来の夢に向かって前進できるし、そ
れによって授業に対する意欲も出て楽しくなると思う。

（新聞に掲載された投書より一部抜粋）

事例 小学校６学年 国語科
「新聞に投書を送ろう パート1」

本時の見通しを持つ

育てたい資質・能力を軸にした単元デザイン

対話を踏まえて、考えを再構築する

学びを振り返り、学びのよさを自覚する

３つの投書を比較して、説得力を増すための
述べ方の工夫についてもっと考えたい。

○見出しの効果
○投書に対する
立場の明示

○双括型
○引用の効果
○三部構成

私は投書④が説得力があると思ってい
たけれど、友達と考えを交流することで、
他の投書にも確かに説得力を増すため
の効果的な述べ方の工夫があると感じ
ました。

説得力がある投書には、有名な
人の言葉を引用したり、アンケート
を活用したりする述べ方の工夫が
あるということが分かりました。

問いについて、学んだことを活用して
互いの考えを比較・検討する

単元を通して学びのよさを自覚する

単元との出会い 課題解決の中で 明確なゴール設定

○素材や対象との多様な出会い
○単元に応じたゴールイメージ
の多様性

○子供の発想・話し合いたい
ことや問いの重視

○自らもつ具体的な見通し
○試行錯誤 見通しの変更
○新たな問いの共有
○子供の言葉による学びの
積み重ね

○自己の考えの修正・形成

○再構築した考えの発信
○自己の変容の自覚化と
学びの手応え

○単元で培われた力の実感

○問いを出す ○アイディアを出す ○迷いや困っていることを出す ○試してみる
○多様な立場や視点に立つ ○自分の考えを再構築する ○最適解を求めた上で納得解に迫る

多様性との出会い・尊重

思考とコミュニケーションが自ずと生じる活動

パート１
～説得力のある書き方の

秘けつは何か～

パート２
～自分の日常を見つめ
自分の思いを言葉にしよう～

パート３
～自分の考えを
読み手に届けよう～

大単元構想「新聞に投書を送ろう」
最も納得できる投書はどれかな？
述べ方の工夫は？

あれ？自分はこう考える。
みんなはどういう考えだろう？

私の投書は納得できますか？

主張と理由付けや
根拠の挙げ方に着目し、
筋道を立てて論を進める力

主張や述べ方の工夫をとらえ 自己の考えを形成し 発信する

主張と理由付けや根拠の挙げ方に着目
し、筋道を立てて論を進める力

自分を見つめ、自分の考えや思いを、
読み手が納得できるように表現する力

自分を見つめ、自分の考えや
思いを、読み手が納得できる
ように表現を工夫する力投書を読み、多様な考え方や述べ方

に触れ、自分の見方や考え方を広げた
り深めたりする力

投書を読み、多様な考え方や述べ方に触れ、
自分の見方や考え方を広げたり深めたりする力 投書を読み、多様な考え方や述べ方に触れ、

自分の見方や考え方を広げたり深めたりする力

主張と理由付けや根拠の挙げ方に着目
し、筋道を立てて論を進める力




パート１

～説得力のある書き方の

　秘けつは何か～

パート２

～自分の日常を見つめ

　自分の思いを言葉にしよう～

パート３

　～自分の考えを

　読み手に届けよう～

大単元構想「新聞に投書を送ろう」

最も納得できる投書はどれかな？

述べ方の工夫は？　

あれ？自分はこう考える。

みんなはどういう考えだろう？

私の投書は納得できますか？







主張と理由付けや

根拠の挙げ方に着目し、

筋道を立てて論を進める力

主張や述べ方の工夫をとらえ　自己の考えを形成し　発信する





主張と理由付けや根拠の挙げ方に着目し、筋道を立てて論を進める力

自分を見つめ、自分の考えや思いを、読み手が納得できるように表現する力



自分を見つめ、自分の考えや思いを、読み手が納得できるように表現を工夫する力







投書を読み、多様な考え方や述べ方に触れ、自分の見方や考え方を広げたり深めたりする力

投書を読み、多様な考え方や述べ方に触れ、自分の見方や考え方を広げたり深めたりする力





投書を読み、多様な考え方や述べ方に触れ、

自分の見方や考え方を広げたり深めたりする力

主張と理由付けや根拠の挙げ方に着目し、筋道を立てて論を進める力









秋田県

由利本荘市立西目小学校 由利本荘市立西目中学校

教師からは、子供が一つ一つの教科を学んでるように見え
ていたが、育てたい資質・能力を軸にして教科どうしを結ん
でみると、子供の学びは他教科等や生活と密接につながり
合っていることが分かった。今後は、今、行っている授業が
育てたい資質・能力にどうつながっているのかをもっと意識
していきたい。そういう視点から単元や授業を構想しないと、
今日の学習が意味のあるものにならない。

カリキュラムを俯瞰して捉えた
中で、子供たちの資質・能力を育
てるために単元はどうあるべきか、
１時間はどうあるべきかという視
点で見る重要性に気付けたことが、
カリキュラムのデザインに取り組
んでみてよかったことだと感じて
いる。

育てたい資質・能力を軸にしたカリキュラムのデザインへの挑戦

育てたい資質・能力を軸にして、教科を超える、校種を超える

育てたい資質・能力を軸に据えた校種間連携は、新た
な校種間連携の視点の在り方への示唆ではないだろうか

小学校で育ててきた力をさらに伸ばすために、教科のねらいを達成
することはもちろん、中学校でも教科の枠を超えて生徒の資質・能力
をバランスよく育成し、社会に出ても活用できる力を育てていきたい。

教科等を超えて、子供がどのように学んでいるのかを分析し、共通理解を積み重ねる

学校の重点とする資質・能力を軸にした挑戦

実践を日常的に積み重ね
ながら、子供の姿と教師の
手立てについて情報交換を
し、研究を推進していくことで、
教科の枠を超える。

子供の学ぶ事実について光を当て、教科等を超えて分
析をすることで、子供の中での学びのつながりが浮き彫り
になる。教科固有のアプローチも明らかになる。
その上で、学校として重点とする資質・能力の育成に向
かって、教師の専門性を生かしながら具体的にどうアプ
ローチを試みるのかが重要になる。
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