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○教育課程とは、学校教育の目的や目標を達
成するために、教育の内容を子供の心身の発達
に応じ、授業時数との関連において総合的に組
織した学校の教育計画。

○各学校には、学習指導要領等を受け止めつ
つ、子供たちの姿や地域の実情等を踏まえて、
各学校が設定する学校教育目標を実現するた
めに、学習指導要領等に基づき教育課程を編成
し、それを実施・評価し改善していくことが求めら
れる。 2

カリキュラム・マネジメントとは

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必
要な方策等について（答申）平成２８年１２月２１日
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必
要な方策等について（答申）平成２８年１２月２１日

○子供たちが、学習内容を人生や社会の在り方と結
び付けて深く理解し、これからの時代に求められる資
質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続
けたりすることができるようにするため、子供たちが「ど
のように学ぶか」という学びの質を重視した改善を図っ
ていくことである。
○今回の改訂において提起された「アクティブ・ラーニ

ング」と「カリキュラム・マネジメント」は、教育課程を軸
にしながら、授業、学校の組織や経営の改善などを行
うためのものであり、両者は一体として捉えてこそ学校
全体の機能を強化することができる。

「主体的・対話的で深い学び」の実現



学習の基盤となる資質・能力
・言語能力・・・国語科を要としつつ全ての教科等においてそれぞれの特質

に応じた言語活動を通じて育成

・情報活用能力・・・情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用した学習

活動等を通じて育成

・問題発見・解決能力・・・問題を見いだし解決していく過程を重視した学習

活動を通じて育成

現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力
・健康・安全・食に関する力 ・主権者として求められる力

・新たな価値を生み出す豊かな創造性

・多様な他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力

・地域や社会における産業の役割を理解し地域創生等に生かす力

・自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくる力

・豊かなスポーツライフを実現する力

教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
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『言語活動の充実に関する指導事例集【高等学校版】』
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『言語活動の充実に関する指導事例集【高等学校版】』
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『言語活動の充実に関する指導事例集【高等学校版】』
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どのようにして
カリキュラム・マネジメントするか？

１ 学校のグランドデザインの作成
子供の実態 → 目指す子供像

①「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力）
②「何を学ぶか」

（教科等を学ぶ意義と，教科等間・学校段階間のつながりを
踏まえた教育課程の編成）

③「どのように学ぶか」
（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・指導の改善・
充実）

④「子供一人一人の発達をどのように支援するか」
（子供の発達を踏まえた指導）

⑤「何が身に付いたか」（学習評価の充実）
⑥「実施するために何が必要か」
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２ １年間の指導事項を学期ごとに意図的に配列
したり，入れ替えたりする（教材配列）
・学校行事，教科・領域等の年間指導計画
※中核となる教科を絞り込む
※育成したい資質・能力を絞り込み矢印でつなぐ
※重点となる単元の位置づけと配当時間の検討

３ 変更・修正をしていく
（例）① 立案・作成 第１版

② 見直し１ 第２版 ７月～８月
③ 見直し２ 第３版 12月
④ 見直し３ 第４版 ３月

どのようにして
カリキュラム・マネジメントするか？
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国語科における
カリキュラム・マネジメント
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静岡県浜松市立中ノ町小学校
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静岡県浜松市立中ノ町小学校
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教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
学習の基盤となる資質・能力

言語能力
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４月 校内研修会 ・研究の意義や目標等に関する教職員の共通理解
５月 校内研修会 ・公開授業，研究の方向性の共通理解

第１回深い学び実現プロジェクト推進協議会
６月 校内研修会 ・公開授業

校内研修会 ・言語能力の育成に向けたグランドデザインの作成
７月 校内研修会 ・年間カリキュラム表及び年間指導計画の見直し

第１回徳山小学校区地域連携教育推進協議会 ※１学期末評価
８月 校内研修会 ・２学期の公開授業に向けた指導案検討等
９月～11月 校内研修会 ・公開授業，授業検討会 ・成果と課題の洗い出し
10月 第２回深い学び実現プロジェクト推進協議会
11月 第２回徳山小学校区地域連携教育推進協議会
12月 中間発表会指導案作成，授業アイディアプラン作成

年間カリキュラム表及び年間指導計画の見直し ※２学期末評価
１月 中間発表会（本校開催）
２月～３月

第３回深い学び実現プロジェクト推進協議会 ※３学期末評価
校内研修会 ・来年度の方向性について

山口県周南市立徳山小学校

徳山小学校の主な研修計画



15山口県周南市立徳山小学校
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徳山小学校の具体的な研究

① グランドデザインの作成

② 年間カリキュラム表の工夫改善

③ 単元計画の工夫

④ 「つかむ」，「紡ぐ」，「育む」学習過程の工夫



17

言語能力の三つの側面から見直し

山口県周南市立徳山小学校
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何を学ぶか

学習指導要領総則の構造とカリキュラム･マネジメントのイメージ

何ができるようになるか 何が身に付いたか

実施するために何が必要か

子供の発達を
どのように支援するか

どのように学ぶか

○ 小学校教育の基本 ○ 学習評価を通じた学習指導の改善

○ 児童の発達の支援

○ 特別な配慮を必要とする
児童生徒への指導

○ 教育課程の編成 ○ 教育課程の実施

○ 学校の指導体制の充実 ○ 家庭・地域との連携・協働

教育課程の構造や、新しい時代に求められる資質・能力の在り方等につ
いて、すべての教職員が校内研修や多様な研修の場を通じて理解を深
めることができるよう、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように
学ぶか」の視点から学習指導要領の要であり、教育課程に関する基本
原則を示す「総則」を抜本的に改善し、必要な事項を分かりやすく整理。
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グランドデザインについての協議



周南市立徳山小学校 言語能力の育成に向けたグランドデザイン

何ができるようになるか
○言語能力を構成する資質・能力

何が身に付いたか
○言語能力の学習評価

何を学ぶか
○単元・題材の目標

どのように学ぶか
○教科等の授業の実施

実施するために何が必要か ○指導体制の充実、家庭・地域との連携・協働

・言葉の働きや役割に関する理解、言葉の特徴やきまりに関する理解と使い分け、言葉の使い方に
に関する理解と使い分け、言語文化に関する理解、既有知識に関する理解。

・テクスト（情報）を理解したり、文章や発話により表現したりするための力として、情報を多面
的・多角的に精査し構造化する力、言葉によって感じたり想像したりする力、感情や想像を言葉
にする力、言葉を通じて伝え合う力、構成・表現形式を評価する力、考えを形成し深める力。

・言葉を通じて、社会や文化を創造しようとする力、自分のものの見方や考え方を広げ深めようと
する態度、集団としての考えを発展・深化させようとする態度、自分の感情をコントロールして
学びに向かう態度、言語文化の担い手としての自覚。

・低学年では事柄の順序を踏まえて、中学年では理由や事例などを挙げなが
ら、話の中心が明確になるように、高学年では事実と感想、意見とを区別
して、話すことができる。（話すこと）

・話し手が伝えたいことと自分が聞く必要のあることの両面を意識しながら
聞き、感想や考えを形成できる。（聞くこと）

・様々な視点から検討し、自分の考えを広げたり、互いの意見の共通点や相
違点、利点や問題点等をまとめたりすることができる。（話し合うこと）

・話がつながることの楽しさやよさを実感できる。

・子供が話したくなる発問や考えたくなる発問や課題の工夫

・子供の考えを分類・整理、構造化した板書の工夫（ネームプ

レートの貼り付けによる、個の考えや立場の視覚化）

・友達の考えと比較、関連付けて話す指導の工夫

・学習過程（「つかむ」「紡ぐ」「育む」）の質の向上

・校内研修体制の確立 ・グランドデザインの作成 ・年間カリキュラム表の工夫 ・学習指導案の作成と研究授業の実施・評価・改善
・保護者・地域の方への研究のねらいの説明 ・外部人材の活用

子供の実態
○友達と意見交換するのは、楽しい。（93.9%）
○話す人の目を見て、話を聞いている。（92.3％）
○学級の友達との間で話し合う活動を通じて、自分の考えを

深めたり、広げたりすることができている。（88.8%）
●相手意識をもって、話したり聞いたりできていない。
●教師に向かって、一方的に話して終わることが多い。

・語彙を豊かにする活動の設定
・自多の立場や考えの見える化
・自信をもって話すこと、聞くこと、

話し合うことのできる支援

・既有知識（教科に関する知識、一般常識、社会的規範

等）について、自分の言葉で表現している。

・言葉を通じて、自分の思いや考えを伝え合っている。

・言葉を通じて、集団としての考えを発展・深化させよう

としている。

目指す子供の姿
・相手意識をもって、話したり聞いたりできる。
・相手の発言を受けて話をつなぐことができる。
・話し合い活動を通して、自分の考えを広げたり
、

深めたりするよさや楽しさを実感できる。

※ は、国語科の資質・
能力や指導事項等。

子供の発達をどのように支援するか
○配慮を必要とする子供への指導

※（ ）は、１学期末アンケート
における児童の肯定的回答率

。

山口県周南市立徳山小学校



21山口県周南市立徳山小学校

他教科へ
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① 単元を通して育成したい資質・能力を、明
確化、具体化すること。

② 各教科等の特質に応じた言語活動をどの
ような場面で、またどのような工夫を行い
取り入れるか、その際、児童が身に付けて
きたどのような言語能力を働かせようとす
るか、明示すること。

③ ①②を踏まえて、「つかむ」「紡ぐ」「育む」
の学習過程を、単元に位置付けること。

単元計画の工夫

山口県周南市立徳山小学校



23山口県周南市立徳山小学校

「つかむ」，「紡ぐ」，「育む」の学習過程



カリキュラム・マネジメントを
うまく機能させるには
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① 児童生徒の実態を全職員で理解し，共有する

② 育成すべき資質・能力の明確化，具現化

③ 教科等の内容について，相互の関連付けや
横断を図り，各教科等の内容と教育課程全体
とを往還させる

④ 日々の授業等についても，教育課程全体の
中での位置付けや育成すべき資質・能力を意
識しながら取り組む
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