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多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え，持続
可能な社会の創り手となることができるようにすること。

グローバル化の進展
人工知能の進化

学習指導要領

たくましく 美しく挑む力

やり抜く力

認め合う心

支え合う心

新教育課程 「新小プラン」

自立した学び・個別
最適な学びの推進

地域理解・国際理解・人権・防災
を核とした ＥＳＤの推進

多様な個性を認め
合う活動の推進



自ら考え協働する子ども

持続可能な社会の創り手を育むＥＳＤ

①ＥＳＤの視点で育成したい
資質・能力の具体化

②内容の重点化を図った
教育課程編成と単元づくり

授業研究

教育課程の編成



研究の内容

１ ＥＳＤの視点で育成したい資質・能力の具体化

２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

「新小プラン」と「ＥＳＤで重視する能力・態度」と
を結び付け，子どもの姿の具体化を図る。

これまでの教育活動をＥＳＤの視点で捉え直し，単
元プランや教育課程を見直し，編成する。



挑む力

やり抜く力

認め合う心

支え合う心

新小プランで
育成したい資質・能力

ＥＳＤで重視する能力・態度

①批判的に考える力

②未来像を予測して計画を立てる力

③多面的・総合的に考える力

④コミュニケーションを行う力

⑤他者と協力する態度

⑥つながりを尊重する態度

⑦進んで参加する態度

１ ＥＳＤの視点で育成したい資質・能力の具体化



１ ＥＳＤの視点で育成したい資質・能力の具体化

☆単元で目指す
姿を設定する
（単元レベル）

☆単元プランや指
導案に具体的な
子どもの姿を位置
付ける
（本時レベル）

自ら考え
協働する
子ども



（１）知識及び技能
（２）思考力，
判断力，表現力等

（３）学びに向かう力・
人間性

学習指導要領の３つの柱との関連

×ＥＳＤ 生活科・総合各教科・領域



授業研究では

①課題設定の手立て

②自ら考え協働する姿を促す手立て

１ ＥＳＤの視点で育成したい資質・能力の具体化



①課題設定の手立て

予想とのズレ ズレを強化する教材提示

既習とのズレ

友達の考えとのズレ

意欲を高める教材提示

ズレの基を全体で共有

プラスの手立て＋ズレを生む



第２学年 学級活動「ぼうさいってなんだろう」

×ＥＳＤ（防災） 学級活動



教室の写真を提示し，地震が
起こったらどうするかを問う

C:机の下にもぐる。
C:そして頭を守る。 ズレの基を共有

第２学年 学級活動「ぼうさいってなんだろう」

プラスの手立て＋ズレを生む



第２学年 学級活動「ぼうさいってなんだろう」

Ｔ：ここでも机の下にもぐれば大丈夫だよね。

Ｃ：え？ 机がない。 どうする。

Ｔ：机の下にもぐるのは何のため？

Ｃ：頭を守って命を守るため。

Ｔ：じゃあこれじゃあ命は守れないね。

Ｃ：だめ。なんとかしなくちゃ。



C:机の下にもぐる。
C:そして頭を守る。 ズレの基を共有

第２学年 学級活動「ぼうさいってなんだろう」

プラスの手立て＋ズレを生む

机のない音楽室の写真を提示し，音楽
室では命が守れないねと断定する

C:え？机がない！どうしよう。
C:なんとかして命をまもらなくちゃ。

地震が起きたとき
どうすれば命が守れ
るのかな

教室の写真を提示し，地震が
起こったらどうするかを問う

既習とのズレ



・考え，話し合う視点を明確にする

・既習や経験を想起させ，多様な考えを出し合わせる

・思考を促す教材提示や板書の工夫

・思考する内容を整理・限定・方向付ける

②自ら考え協働する姿を促す手立て



×ＥＳＤ（国際理解） 図画工作科

第４学年 図画工作科「アートレポーターになって」



日本画 洋画

日本画と洋画を比較することで，それぞれの特徴やよさに気付く。

色が薄い表情が
様々

色が濃い 髪や手が
リアル

第４学年 図画工作科「アートレポーターになって」

比較

ＥＳＤ（国際理解）



自分が絵から感じたことや考えたことを伝
えたり，友達が感じたことや考えたことを受
け入れたりする姿

○タブレット上で，気に入った絵を確認させ，

そのよさを付箋に書かせる

〇同じ絵を選んだグループでホワイトボード

上によさをまとめさせる

第４学年 図画工作科「アートレポーターになって」



第４学年 図画工作科「アートレポーターになって」



かみの毛のつやや顔のほっぺのとこ
ろが光っていて写真のよう。

はだの色がうすいところは
白っぽい色になっていて，こ

いところはかげとして表現さ

れていいと思った。

じゃあ，ここじゃない？

自分が絵から感じたことや考
えたことを伝えたり，友達が感
じたことや考えたことを受け入
れたりする姿

第４学年 図画工作科「アートレポーターになって」



×ＥＳＤ（国際理解） 図画工作科

第４学年 図画工作科「アートレポーターになって」



×ＥＳＤ（地域理解） 総合

第６学年 総合「大好き！新潟」



修学旅行編

おもしろい
町を

目指して編

やさしい町を
目指して編

新潟青年会議所（以下JCI）と出会い，自分たちのアイ
デアで町を変えていこうという思いをもつ

自分たちの力で来年の新潟まつりをおもしろい祭りに
変えてみたい！という思いをもつ

↓
JCIに企画を提案し，おもしろい祭りに変えていきたい

提案したことを生かして，次の活動につなげる

来年の新潟まつり
を変えたい！

第６学年 総合「大好き！新潟」

ＥＳＤ（地域理解）



アンケート結果から話合いの視点を明確
にし，その視点をもとに自分たちの企画を多
面的に見直す姿

○話合いのグループごとに視点が明確になる

ようなアンケート結果を提示する

〇フィッシュボーン図を活用し，話合いの視点

を明確にする

第６学年 総合「大好き！新潟」



安全性

多くの人が参加できる

新潟らしさ

実施方法の工夫

みんなが楽しめる

ルール

第６学年 総合「大好き！新潟」



第６学年 総合「大好き！新潟」



ミッションとかで，新潟の歴史のクイズを出して，その
クイズに正解したら復活できるルールはどうかな。

ルール スタンプラリーと連携するのもいいね。

いいんじゃない！OK！

15番さんを見て！新潟まつりに取り入れたいと考え
た理由が知りたいです。新潟まつりとのかかわりが
分からないからですって書いてあるよ。

第６学年 総合「大好き！新潟」



１ ＥＳＤの視点で育成したい資質・能力の具体化

・考え，話し合う視点を明確にする
・既習や経験を想起させ，多様な考えを出し合わせる
・思考を促す教材提示や板書の工夫
・思考する内容を整理・限定・方向付ける

①課題設定の手立て

②自ら考え協働する姿を促す手立て

プラスの手立て＋ズレを生む



研究の内容

１ ＥＳＤの視点で育成したい資質・能力の具体化

２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

「新小プラン」と「ＥＳＤで重視する能力・態度」と
を結び付け，子どもの姿の具体化を図る

これまでの教育活動をＥＳＤの視点で捉え直し，単
元プランや教育課程を見直し，編成する。



２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

地域
理解

防災

国際
理解

人権

生活・総合的な学習の時間
～地域教育プログラム～

防災教育プログラム（学級活動）
社会 理科

外国語活動 外国語科
国語 社会 音楽

総合的な学習の時間
特別の教科道徳 国語



２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

第４学年 防災探検隊～防災合宿～防災



２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

第６学年 外国語科：海外の現地校との交流
国際
理解

児童会活動：日本人学校との交流



２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

学校行事：横田めぐみさんの帰国を願う集会人権

学校行事：いじめ見逃しゼロ集会



２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

地域
理解

防災

国際
理解

人権



２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

国際
理解

×ＥＳＤ（国際理解） 社会科第３学年



２ 内容の重点化を図った教育課程編成と単元づくり

地域
理解

×ＥＳＤ（地域理解） 総合第３学年



授業では，自分で考えて課題を解決しようとしています

授業では，友達と力を合わせてよりよい解決方法を考えています

SDGｓ（１７の目標）を意識して学習しています。

＋９％

＋２２％

＋６％



令和3年度　新潟小学校　第４学年　ESDカレンダー（１学期）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

総合

年間70

国語

年間245 52

社会

年間90

算数

年間175

理科

年間105

音楽

年間60

図工

年間60

体育

年間105

道徳

年間35

外国語活動

年間35

学級活動

年間35

SDGｓとの関連

地域再発見！ 防災探検隊！⑳【地】【防】

古町スイーツ⑳【地】

U.1 Hello, world!②【国】 U.2 Let's play cards.④ U.4 What time is it?④【国】 U.5 Do you have a pen?④U.3 I like Mondays.③【国】

こんなところが同じだね〈話・聞〉①

白いぼうし〈読〉⑧

図書館の達人になろう〈知・技〉①

聞き取りメモのくふう＜知・技 話・聞＞⑥

漢字の広場①＜書＞②

思いやりのデザインアップとルーズで伝える＜読＞⑩

短歌・俳句に親しもう（一）＜知・技＞②
漢字の広場②＜知・技・書＞②

つなぎ言葉のはたらきを知ろう＜知・技＞②

カンジーはかせの都道府県の旅２＜知・技＞③

夏の楽しみ＜書＞②

三年生で学習したこと＜書写＞② 曲がりと反り＜書写＞③ 点画の交わり方と接し方＜書写＞③

一つの花〈読〉⑦

点画の方向と間かく

＜書写＞①

いろいろな意味をもつ言葉〈知・技〉②

パンフレットを読もう＜読＞②

忘れもの・ぼくは川＜読＞②

漢字の広場③＜書＞②

春のうたつづけてみよう〈読〉① ごんぎつね＜読＞⑧

春の楽しみ〈書〉②

漢字辞典の使い方〈知・技〉②

漢字の組み立て〈知・技〉②

カンジーはかせの都道府県の旅１＜知・技＞④

要約するとき＜読＞②

事実にもとづいて書かれた本を読もう＜読＞⑤【国】

新聞を作ろう＜書＞⑫

あなたなら、どう言う ＜話・聞＞③

筆順と字形＜書写＞③

文字の組み立て＜書写＞③

健康なくらしとまちづくり

（ごみはどこへ）⑭【防】

わたしたちの県のまちづくり⑨ 健康なくらしとまちづくり

（水はどこから）⑪

自然災害にそなえるまちづくり

（地震にそなえるまちづくり）⑪【防】

大きな数⑦

折れ線グラフ⑦ 角⑩ 垂直・平行と四角形⑰

２けたでわるわり算⑬

（２けた）÷（１けた）の計算①

しりょうの整理⑥

がい数⑩

小数⑤

１けたでわるわり算⑭

倍の計算 とんだ長さ①

活動！！①

あたたかくなって⑥

１日の気温と天気⑤

空気と水⑦

電気のはたらき⑨ 暑い季節④

雨水の流れ⑥ 月と星⑧

すずしくなると⑤

歌声のひびきを感じ取ろう⑦ いろいろなリズムを感じ取ろう⑧音楽で心の輪を

つなげよう④【人】

ちいきに伝わる

音楽に親しもう③【地】

しぜんの形① 言葉から形・色⑨ わすれられない気持ち⑩ひみつのすみか⑩

育ちゆく体とわたし④

水泳運動⑩かけっこ・リレー⑤

表現運動(総おどり)②

体ほぐしの運動③ 小型ハードル走⑤

走り高跳び④

（運動会に向けて）

多様な動きをつくる運動④

かけっこ・リレー②

体の動きを高める運動（体テ）⑧

多様な動きをつくる運動（持久走）⑦

絵はがきと切手①

「正直」五十円分①

生きているしるし①

言わなきゃ①

みんな，待っているよ①

目覚まし時計①

このままにしていたら①

泣いた赤おに①

ひとりぼっちのＹちゃん①

つまらなかった①わたしたちの校歌①

スーパーモンスターカード①

学級会での出来事①

ぼくのいいところ①（生きるⅡ）【人】

土曜日の学校 ①【オリパラ②】【国】

思いやりって①

自分や学級の目標を決めよう① 学級力をもとに話し合おう② 学級力をもとに話し合おう② 学級力をもとに話し合おう② 学級力をもとに話し合おう③

原子力災害の存在と身を守る方法を知る＿原子力編①【防】係・当番活動を決めよう① 夏休みを充実させよう①

１学期をまとめよう

①

夏休みの思い出を発表しよう①

お礼の気持ちを伝えよう＜書＞②

いじめ０集会について考えよう①

せんりつのとくちょうを感じ取ろう⑧

いのちをつなぐ岬①

ぼくたちのバラ花

だん①

目標１１に関する内容

新潟小学校の重点

地域・防災

目標１０に関する内容

新潟小学校の重点

国際理解

目標１６に関する内容

新潟小学校の重点

人権福祉

目標１７に関する内容

新潟小学校の重点

他者との協働

※全ての内容と関連

新潟小学校の重点内容と

関連する単元及び題材

新小版ＥＳＤカレンダー



今年度の成果と来年度に向けての課題

○目指す子どもの姿の具体化（授業実践を通して）
・ESD×各教科・領域
・授業での手立ての工夫

○ＥＳＤの視点での教育課程編成（ＳＤＧｓとの関連）

●生活科・総合的な学習の時間を核とした新潟小学校
版ＥＳＤカレンダーの運用

成果

課題



自ら考え協働する子ども



自ら考え
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令和２・３年度
国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業（ＥＳＤ）

新潟市立新潟小学校




