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京都市立御所東小学校

学校教育目標

笑顔 夢 ひらめき いっぱい 御所東

学びを深め，自ら挑戦し続ける子
ー新たな知を創造する探究力の向上を目指してー



京都市立御所東小学校

目指す教育

確かな学力を育む ＝ 探究する子

国際社会で生きる力を育む＝挑戦する子

豊かな人間性・体力を育む＝やさしく，たくましい子

絆 共に生きる読書力

プレゼンテーション力 国際理解英語コミュニケーション力

読解力 探究力論理的思考力



京都市立御所東小学校

本校における総合的な学習の時間の目標

総合的な学習の時間 第1 目標
探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習
を行うことを通して，よりよく課題を解決し，自己の生き方を
考えていくための資質・能力を次のとおり，育成することを
目指す。

(１) 探究的な学習の過程において，課題の解決に必要な知
識及び技能を身に付け，課題にかかわる概念を形成し，探
究的な学習のよさを理解するようにする。

(２) 実社会や実生活の中から問いを見出し，自分で課題を立
て，情報を集め，整理・分析して，まとめ・表現することがで
きるようにする。

(３) 探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに，互い
のよさを生かしながら，積極的に社会に参画しようとする態
度を養う。

学校教育目標

笑顔 夢 ひらめき いっぱい
御所東

学びを深め，自ら挑戦し続ける子
－新たな知を創造する探究力の向上を目指して－

御所東小学校の総合的な学習の時間の目標

探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，よりよく課題を解決し，
自己の生き方を考えていくための資質・能力を次のとおり，育成することを目指す。

(１)地域の自然環境・社会環境・文化環境を題材にして探究的な活動をすることで，課題の解決に必要な知識及び技能を身に
付けるとともに，地域にある自然や社会や文化的なよさについて概念を形成し，探究的な学習のよさを理解するようにする。
(２)地域の自然環境・社会環境・文化環境を題材にした探究的な活動の中から問いを見出し，自分にとって意味ある課題を見つ
け，自分らしく追究し，論理的にまとめ・表現する力を育む。
(３)地域の自然環境・社会環境・文化環境を題材にして行う探究的な学習に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生
かしながら，社会に働きかけたり生活に生かそうとしたりする態度を養う。



京都市立御所東小学校

本校における総合的な学習の時間の目標及び内容

資料1



１．本物とかかわることを大事にした地域の教育資源を活用し，
社会に開かれた教育課程の実現を目指した指導計画を構築する。

２．「探究的な学習の質的向上」を「深い学び」の実現と捉え，
主体的・対話的で深い学びを核とした単元の構築を図る。

３．学習課題の質が高まり，思考が深まる
主体的・対話的で深い学びを実現する指導方法の在り方を探る。

４．付けたい資質・能力の評価規準を3年から6年まで系統的に表し，
学習評価を工夫し，評価の改善を図る。

研究内容



１．本物とかかわることを大事にした
地域の教育資源を活用し，
社会に開かれた教育課程の実現を
目指した指導計画を構築する。



１．本物とかかわることを大事にした地域の教育資源を活用し，
社会に開かれた教育課程の実現を目指した指導計画を構築する。

総合「みらい」 総合「こころ」 総合「こくさい」

３
年生

「わたしたちのまち
ひかりの京」

「ふしぎ発見！
御所の森」

「世界の国と
なかよしプロジェクトⅠ」

４
年生

「わたしたちの
高瀬川」

「やさしさ発見！
御所東の町」

「世界の国と
なかよしプロジェクトⅡ」

５
年生

「未来のわたし
あこがれの働き方」

「匠のこころ」
「世界の国と

つながろうプロジェクト」

６
年生 「わたしと伝統文化」 「共に生きるこころ」 「I have a dream.

自分応援プロジェクト」

人々の生き方に学んだことから，「共に生きる」ことについて考えたり，
自分の生き方を見つめたりして，自分の未来を考えよう。



3年生 「わたしたちのまち ひかりの京」
「ふしぎ発見！御所の森」

御所東小学校区の中から，
京都のよさを見つける体験

森の自然を感じる体験



4年生 「わたしたちの高瀬川」
「やさしさ発見！御所東の町」

校区にある川へ行き，
その特徴を見つける体験

地域の祭で，
自分たちにできることを伝える体験

お話会に招待して，おもてなしをする体験



５年生 「未来のわたし あこがれの働き方」
「匠のこころ」

伝統工芸の匠の技を見つける体験

伝統工芸を
実際に制作する体験

企業での仕事体験



６年生 「わたしと伝統文化」
「共に生きるこころ」

障がいがある人を
補助する体験

地域の行政相談員さんに
考えを提案する体験

取組の意義や効果について，
地域の人に

アンケートをとる体験

伝統文化の奥深いこころを
発信する体験



各教科で付けた資質・能力を活用・発揮する
カリキュラム・マネジメントの推進

水色の付箋
→教科でつける力

緑の付箋
→教科を超えて活用・
発揮される力



PDCAサイクルを機能させる学期ごとの振り返りと単元構想



１．本物とかかわることを大事にした
地域の教育資源を活用し，
社会に開かれた教育課程の実現を
目指した指導計画を構築する。



２．「探究的な学習の質的向上」を
「深い学び」の実現と捉え，
主体的・対話的で深い学びを
核とした単元の構築を図る。



課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現

熟成課題

発見課題

追究課題

提案課題

表現課題



熟成課題

表現課題

発見課題

追究課題

提案課題



熟成課題

表現課題

発見課題

追究課題

提案課題



伝統文化ってどんなものだろう

伝統文化の魅力を探ろう

伝統文化の奥深いこころを探り，たくさんの人に伝えよう

師匠からアドバイスをもらい，
伝統文化の奥深いこころについて考えを深めよう

伝統文化の奥深いこころをたくさんの人に伝えよう



伝統文化の奥深いこころをたくさんの人に伝えよう

伝統文化ってどんなものだろう

伝統文化の魅力を探ろう

伝統文化の奥深いこころを探り，たくさんの人に伝えよう

師匠からアドバイスをもらい，
伝統文化の奥深いこころについて考えを深めよう



伝統文化ってどんなものだろう

伝統文化の魅力を探ろう

伝統文化の奥深いこころを探り，たくさんの人に伝えよう

師匠からアドバイスをもらい，
伝統文化の奥深いこころについて考えを深めよう

伝統文化の奥深いこころをたくさんの人に伝えよう



２．「探究的な学習の質的向上」を
「深い学び」の実現と捉え，
主体的・対話的で深い学びを
核とした単元の構築を図る。



３．学習課題の質が高まり，思考が深まる
主体的・対話的で深い学びを実現
する指導方法の在り方を探る。



学びたくなる学習環境の工夫

遊びに行った御所を再現する
オープンスペース 御所を感じる体育館（園児との交流）

学習の流れを見通す大掲示



学びたくなる学習環境の工夫

教師がICTを活用する 子どもがICTを活用する

ポスターセッション（体育館で，働く人と） ポスターセッション（オープンスペースで，友達と）



対話が生まれる学習形態の工夫

グループ交流（ペアや少人数，クラス，学年で）



対話が生まれる学習形態の工夫

一人学び （考えをもつ，変容を確かめる）



思考を可視化する工夫

弟子入り体験（7時間）を通して，

「伝統文化の奥深いこころ」について
考えを練り上げるワークシート

弟子入り体験（7時間）を振り返り，
活動内容やどのような力が付いたかを

自己評価するワークシート



思考を可視化する工夫

「京都のみりょく」について探る体験（6時間）を通して，
見つけたことと感じたことを書き溜めるワークシート

障がいのある人にとっての
御所東の町の優しさを分析する

ワークシート



思考を可視化する工夫

働く人（4人）が大切にしていることから
共通点を見つけるための板書

３つの川の特徴に気付き，
疑問を書き出す板書



３．学習課題が高まり，思考が深まる
主体的・対話的で深い学びを実現
する指導方法の在り方を探る。



４．目指す資質・能力の育成状況を
適切に把握するために，単元や
発達の段階を踏まえた評価規準の
設定及び，評価の場面や方法の
工夫・改善を図る。



令和元年度 ： 各単元において育成を目指す資質・能力を整理

知識・技能 主体的に
学習に取り組む態度

思考・判断・表現

社会には様々な立場の
人がいることを知り，障
がいのある人もそれを支
える人もよりよい社会に
ついて共に考え，行動
していることを理解してい
る。

知識及び技能 学びに向かう力・人間性等思考力・判断力・表現力等探究課題単元名

「共に生きる」ために
できることを考え，実
践しようとしている。
また，様々な立場
に立って考える，自
分に置き換えて考え
るという考え方を生活
に生かそうとしている。

障がいのある人と交流
し，感じたことや気付い
たことから「共に生きる」
ために自分に何ができる
かを考えている。
また，交流を通して，
様々な考えを関連付け
たり推論したりして考え
を練り上げている。

資料１



どの段階で，何を評価するのかを明らかに

発見過程

追究過程

提案過程

熟成過程

表現過程

令和２年度 小単元のまとまりごとに評価規準を設ける

資料２



多様な方法で評価する

金箔押しについて話を聞いたり質問したりする様子

提案した清掃活動をする様子

園児に説明する様子や園児とのやり取り

考えを書き溜めたワークシート

グループ交流でのやり取り



学びを多面的に捉える

働く人から
川を守る活動をする地域の人や

探究活動を推進する高校の先生から

学校運営協議会の人から



知識・技能を評価する

高瀬川の特徴は，古くて地域の人から尊敬されていることです。

ぼくは，高瀬川は「地域の人にやっぱり守られている」ところがみりょくだなと思いま
した。地域の人達と一緒に高瀬川を守っていきたいなと思いました。地域の人達に
「いつも高瀬川を守ってくれてありがとう」とお礼がしたいなと思いました。ぼくは，
地域の一員として，高瀬川を守っていきたいなと思いました。

表現過程
これまでの学習から，高瀬川の魅力について考えをまとめ，守り発
展させていくのは自分たちだと理解している。

４年 「わたしたちの高瀬川」 A児

【前略】

この活動をして，みんながクイズラリーをやってくれて，高瀬川のことをもっと知っ
てもらえたからとてもうれしかったです。この総合でいろいろなことを学びました。た
とえば，みんなで力を合わせたら，こんなに高瀬川の魅力UP⤴ができたからとても
学んだし，よかったし，楽しかったです。

今，ぼくは，前のころとちがって，自然だけがみりょくだと思っていたけど総合をし
て，れきしとしぜんがみりょくだと思いました。「れきし」は角倉了以さんと角倉素案さ
んが何年もかけて高瀬川を作ったからです。「しぜん」は，落ち葉とかがいいかんじ
に散っていてとてもきれいだからです。

高瀬川は「地域の人にやっぱり守られている」ところもみりょくだなと思いました。
地域の人達と一緒に高瀬川を守っていきたいなと思いました。

ぼくは，この学習を通して，ぎもんがめちゃくちゃあったのに全部ぎもんがかいけつ
しちゃったからこの学習をした人は，知らないことはないのかなと思いました。

古くて尊敬されている

守る人の思い
守る人への感謝
地域の一員である

歴史
自然
守る人の思い
そして，自分
探究するおもしろさ



資料３

Before 学習前の自己評価 After 学習後の自己評価

知識・技能を評価する ４年 「わたしたちの高瀬川」 A児



思考力・判断力・表現力を評価する ４年 「わたしたちの高瀬川」 A児

考えていたことと実際
を関連付けている

熟成過程

表現過程

発見過程

追究過程

提案過程

追究過程

・知識と体験を結び付けて考えることで，
高瀬川の魅力を考えている。

高瀬川の特徴は，古くて地域の人から尊敬されている
ことです。

考えの理由や根拠を
具体例で示している

高瀬川の周りには，いろいろな字がほられているから，
とてもすごいみりょくがあるなと思いました。

木の周りには，「木を大切にしてください」みたいな看板
があり，高瀬川は愛されているなと思いました。
何かが作られた記念も書いてありました。



主体的に学習に取り組む態度を評価する

【前略】

この活動をして，みんながクイズラリーをやってくれて，高瀬川のことをも
っと知ってもらえたからとてもうれしかったです。この総合でいろいろなこと
を学びました。たとえば，みんなで力を合わせたら，こんなに高瀬川の魅
力UP⤴ができたからとても学んだし，よかったし，楽しかったです。

今，ぼくは，前のころとちがって，自然だけがみりょくだと思っていたけど
総合をして，れきしとしぜんがみりょくだと思いました。「れきし」は角倉了
以さんと角倉素案さんが何年もかけて高瀬川を作ったからです。「しぜん」
は，落ち葉とかがいいかんじに散っていてとてもきれいだからです。

高瀬川は「地域の人にやっぱり守られている」ところもみりょくだなと思い
ました。地域の人達と一緒に高瀬川を守っていきたいなと思いました。

ぼくは，この学習を通して，ぎもんがめちゃくちゃあったのに全部ぎもん
がかいけつしちゃったからこの学習をした人は，知らないことはないのか
なと思いました。

熟成過程

表現過程

発見過程

追究過程

提案過程

協働する喜び・楽しみ
変容の自覚
これからへの意欲
探究するおもしろさ

表現過程
・ワークシートを振り返ることで，高瀬川の魅力につい
て，考えが変容していることを自覚している。
・活動を振り返り，付いた力や伸びた力を自覚し，今後
に生かそうとしている。

４年 「わたしたちの高瀬川」 A児



共通点から「働くこと」について
分かったことを書きまとめている

働く人のお話から
共通点を見つけている

思考力・判断力・表現力を評価する

友だちと自分の考えを
比較したり関連付けたりしながら，
「働くこと」について意見を述べている



指導案に位置付け，子どもの姿や発言をもとに目標と評価を話し合う

資料４



４．目指す資質・能力の育成状況を
適切に把握するために，単元や
発達の段階を踏まえた評価規準の
設定及び，評価の場面や方法の
工夫・改善を図る。



＜１．単元計画＞
・地域の課題を探究しながら地域の人と協働することで，地域
への愛着や地域に貢献し創造しようとする態度が育まれた。
・他教科等で身に付けたい資質・能力を総合的な学習の時間で
活用・発揮することができた。
・探究力を中心に据えたカリキュラム・マネジメントが進んだ。

＜２．単元構想＞
・主体的・対話的に学ぶことができる単元構想や授業展開に
ついて，指導の重点を明確にすることができた。

2年間の成果

京都市立御所東小学校



＜３．指導方法＞

○思考・判断・表現する機会を確保し，他教科での学びを活用すること
○「整理・分析」の際に，目的のために，思考するための方法を活用
すること

○自分にとっての意味を自覚できる多様な振り返りをすること

〇子どもの意見を引き出したり広げたりつないだりする力をつけること
○質の高い話し合いにするための教師の出方と支援の在り方を考えること
○子どもの言葉をねらいにそって意味付け，価値付けること

授業展開

教師

〇ストーリーのある単元を構想する
○単元・授業の導入で学びの必然性をつくる
〇魅力的な教材との出会いや課題を設定する
〇思考，判断，表現する機会を確保する → ワークシート・板書の工夫
〇付いた力を活用することができる出口を設定する

単元構想

2年間の成果

京都市立御所東小学校



＜4.評価＞

・深い学びの到達点として小単元ごとの評価規準を作成したことで，
1年生から6年生までに付けたい資質・能力を系統的に捉えること
ができた。
・考えの変容や心情の変化を見取ることができるワークシートを
作成したことで，子どもが自身の変容をメタ認知できた。

2年間の成果

京都市立御所東小学校



今後は，

→学校教育目標やめざす子ども像，小中一貫教育の視点から
比較して考え，本校で作成した評価規準や設定した付けたい
資質・能力の精度を上げていく。

→子どもを見取る目をみがく。
記述は手掛かりになるが，全てではない。
評価を蓄積していくときには，ICTを活用し，活動の様子や発言，
表現，観察，作品など探究のプロセスに即した評価方法で見取る。

これから

京都市立御所東小学校



学ぶことで，自分の可能性を感じる

学びを自己の生き方に生かしていく



ご清聴ありがとうございました

京都市立御所東小学校

令和３年度 研究発表会
12月３日（金）

美しい冬の京都へ，ぜひお越しください


