
令和２年度・３年度

国立教育政策研究所
教育課程研究指定校事業 研究協議会

大分県臼杵市立市浜小学校

２０２２（令和４）年２月３日(木)
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《発表の概要》

Ⅰ 研究概要

Ⅱ 授業研究部の取組及び成果と課題

Ⅲ 教育課程研究部の取組及び成果と課題

Ⅳ 幼保こ小連携推進部の取組及び成果と課題
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Ⅰ 研究概要
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１ 国立教育政策研究所教育課程研究センターからの研究課題

学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法
及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

（イ）幼児期の教育との接続，他教科等との関連，中学年
以降の教育との接続等を図ることで，低学年における教
育全体の充実を実現する指導計画及び指導方法，学習
評価に関する研究

※別冊資料 P.１



Ⅰ 研究概要
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２ 本校の研究主題

生活科を中核として学びに向かう力等を
伸ばす低学年教育の充実

～幼児期の教育及び中学年以降の教育等との円滑な接続を通して～



授業研究部 教育課程研究部 幼保こ小連携推進部

・教材研究
・指導案検討
・指導法検討

等

・他教科等との関連
・教育課程の改善
・資質能力の系統
表の検討

・生活科と総合的
な学習の時間と
の接続

等

・連携体制の構築
・接続期カリキュ
ラムの見直し

等
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Ⅰ 研究概要
３ 研究組織
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Ⅱ 授業研究部
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１ １年次の研究

①生活科における資質・能力を育むための魅力ある教材を探す。
②子どもを中心に据えた指導計画の作成する。
③子どもが思いや願いをもって意欲的に学び続けるための手立てに
ついて探究する。

④教職員全員で，教材・指導計画・意欲的に学び続けるための
手立てについて検討する。

⑤提案授業において子どもの学びに向かう姿を観察する。
⑥授業での子どもの姿を分析・考察する。

〈研究の進め方〉

※臨時休校により，年度当初は教育課程の遅れを取り戻すことに重点を置いたため，授業研究の
スタートは11月後半からとなった

※別冊資料 P.３



授業実践 ２年生「ようかいランドをつくろう」(6)(8)
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Ⅱ 授業研究部
１ １年次の研究

臼杵の妖怪という
魅力的な素材

ＧＴ(臼杵ミワリークラブ
の方々)の活用

合科的・関連的な指導

※別冊資料 P.４
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授業実践 ２年生「ようかいランドをつくろう」(6)(8)

Ⅱ 授業研究部
１ １年次の研究

妖怪に没頭するという体験

１年生に伝えたいという
“相手意識”“目的意識”



思いや願いをもって “ひと”“もの”“こと” に関わり続け
いきいきと活動する子どもの育成

【本校の研究主題】

(生活科の授業において)
“ひと”“もの”“こと”に主体的に関わり続けることができる題材の設定，
相手意識や目的意識に支えられた表現活動の場の設定，
子ども自身が成長や変容を実感できるための手立ての工夫をすれば，
いきいきと活動する子どもが育つであろう。

【研究仮説】
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２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部
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２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

以下の視点で，提案授業での子どもの姿を検証した。

①“ひと”“もの”“こと”に主体的に関わり続けることが
できる題材であったか

②相手意識や目的意識に支えられた表現活動の場の設定は
どうだったか

③子ども自身が成長や変容を実感できるための手立ての工夫は
どうだったか

※別冊資料 P.13
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２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

①子どもの興味や関心を探り，魅力的な地域の教材を探す。
②教職員自身が活動を行い，その魅力や子どものつまづ
きそうなポイントを出し合う。

③指導案を検討する。
④提案授業を行い，子どもの学びに向かう姿を観察する。
⑤提案授業での子どもの姿を分析し，仮説に沿って
検証・考察する。

〈研究の進め方〉



授業実践① ２年生「めざせ！○○スーパーマスター！！」(8)
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２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

意欲を持続させる手立て
(マスターカード，感謝の会)

昔の遊びのよさ
(練習すればレベルアップできる等)

“ひと”“もの”“こと”に主体的に関わり続ける
ことができる題材であったか

※別冊資料 P.14
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授業実践① ２年生「めざせ！○○スーパーマスター！！」(8)

２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

１年間を見通した達人
との関わり

(夏野菜，昔の遊び，妖怪おもちゃ)

相手意識や目的意識に支えられた表現活動の場の
設定ができたか

今回は最初の関わりだったが，
何度も交流することで，経験を
積むことが必要である。
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授業実践① ２年生「めざせ！○○スーパーマスター！！」(8)

２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

ワークシートによる
振り返り
(視点を明確に)

子ども自身が成長や振り返りを実感できるための
手立てはどうだったか
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授業実践② １年「あきランドをつくろう」(5)(6)

２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

魅力的な素材との出会い
(秋見付け名人，校区の自然，園児からの手紙)

“ひと”“もの”“こと”に主体的に関わり続ける
ことができる題材であったか

※別冊資料 P.25
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授業実践② １年「あきランドをつくろう」(5)(6)

２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

相手意識や目的意識に支えられた表現活動の場の
設定ができたか

めあての確認
(なんのために活動するのか)

経験を生かして
(１学期の夏祭り)

短文での振り返り。
その時間にやりたかっ
たことができたかどう
かを振り返る。
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授業実践② １年「あきランドをつくろう」(5)(6)

２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

えがおメーター
(視覚的に分かりやすく)

子ども自身が成長や振り返りを実感できるための
手立てはどうだったか

えがおメーターでの振り返りは，子ども
の意欲も増した。
一方で，誰を笑顔にするのかという確認
不足で，自分が楽しかったという振り返
りをしてしまった子どももいた。
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授業実践③ ２年「あつまれ ようかいの森」(6)(8)

２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

“ひと”“もの”“こと”に主体的に関わり続ける
ことができる題材であったか

臼杵の妖怪

臼杵ミワリークラブ

おもちゃ作りの材料

達人（地域の方）

※別冊資料 P.37
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授業実践③ ２年「あつまれ ようかいの森」(6)(8)

２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

相手意識や目的意識に支えられた表現活動の場の
設定ができたか

「どうしたい？」
(目的意識を自覚させる問いかけ)

妖怪おもちゃをつくる活動自体が楽しく，１年生
を楽しませる意識が薄くなってしまった。

子どもの言葉で
課題をつくる
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授業実践③ ２年「あつまれ ようかいの森」(6)(8)

２ ２年次の研究

Ⅱ 授業研究部

子ども自身が成長や振り返りを実感できるための
手立てはどうだったか

子どもの発表
(みんなに紹介)振り返りの時間の確保

(ワークシートの活用)

ワークシートの記述が，○か△だったので「で
きた」「できなかった」と捉えてしまった子もい
た。めあてに対応する選択肢やどこまでできたか
を問う必要がある。



○何度も関わりをもつことができるたくさんのゲストティー
チャーの方とのつながりが，思いや願いをもって主体的に学
ぼうとする意欲につながる。

○その時間のめあてを設定する際に，子どもの困りから発せ
られた思いや願いを位置付けることにより，さらに目
的意識をはっきりともって主体的に学習に向かうことがで
きる。

等
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３ 授業研究の成果(明らかになったこと)

Ⅱ 授業研究部

※別冊資料 P.51
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Ⅲ 教育課程研究部

幼児期の教育

地域の素材 子どもの実態

生活科(低学年)
の単元計画

総合的な学習の時間(３～６学年)
の単元計画

「臼杵」の
よさを見直す

子どもの興味・
関心をさぐる

教師自身がワクワクす
る体験を大切にする

※別冊資料 P.52
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Ⅲ 教育課程研究部

１．幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた生活科・総合的な
学習の時間における資質・能力系統表

２．生活科を中心にした単元配列表（第１学年，第２学年）
３．総合的な学習の時間 全体計画
４．総合的な学習の時間 各学年の概要（第３～６学年）
５．総合的な学習の時間を中心とした単元配列表（第３～６学年）
６．成果と課題

〈教育課程研究部が中心となって，作成した資料〉



子どもと地域の実態に即した年間計画の見直し

○臼杵のよさを まず教師が見つめ直す
→ 学年部で話し合う時間の確保

○臼杵を知る努力をする

臼杵ミワリークラブ

臼杵の醸造
「みそ」「しょうゆ」

ほんまもん野菜

給食畑の野菜

姉妹都市スリランカ

歴史のまち
「臼杵」

カボスぶり

校区内の自然

豊富な人材

住みたい町
ランキング

黄カボス
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Ⅲ 教育課程研究部



子どもと地域の実態に即した年間計画の見直し

○相手意識を持たせる手立てを工夫する
１年生…校区の秋見付け

→ 園児を招待したい
２年生…妖怪

→ １年生に紹介したい

生活科

25
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Ⅲ 教育課程研究部



子どもと地域の実態に即した年間計画の見直し

○地域の素材を取り入れて，臼杵のことを知り，
ふるさとを愛する子どもを育む

○子どもが自ら課題を見つけられるような単元の
展開を工夫する

〇新型コロナウィルス感染症が流行したために
活動計画を見直す
（姉妹都市スリランカ→歴史の町 等）

総合的な学習の時間
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Ⅲ 教育課程研究部

※別冊資料 P.56-68



成果 課題

〇教師自身が臼杵のよさを知
り，学ぶことができた。

〇学年部，教育課程部で話し
合うことで共通理解できた。

〇子どもの実態と付けたい力
を関連させながら，活動計
画を仕組むことができた。

●新型コロナウィルス感染症
流行のため，活動に制限が
あり，計画を変更せざるを
得なかった。

●日程調整や場の設定など，
連絡調整に苦慮することが
多く，計画通りにいかない
ことがあった。
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Ⅲ 教育課程研究部

※別冊資料 P.69



(1)幼児期の教育に係る研修会

(2)子ども同士の交流

(3)スタートカリキュラムの実践と見直し

(4)臼杵市との連携「幼保こ小連携推進協議会」
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Ⅳ 幼保こ小連携推進部

１ 幼保こ小連携体制

※別冊資料 P.70



(1)幼児教育に係る研修会

◆幼保こ小連携教育研修
大分県幼児教育センター 深藏祥子指導主事
「幼児教育の現状と小学校教育への円滑な接続について」

◆市浜こども園保育見学

◆幼児教育研修
「野津幼稚園のサファリごっこに学ぶ」
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Ⅳ 幼保こ小連携推進部

１ 幼保こ小連携体制



(2)円滑な接続に向けた子ども同士の交流

2020年度は
・年長児と５年生（２学期と3学期）
・年長児と１年生（３学期）

30

Ⅳ 幼保こ小連携推進部
１ 幼保こ小連携体制

※別冊資料 P.74



(3)スタートカリキュラムの実践と見直し

◆スタートカリキュラム研修会（本校）
・大分県教育委員会 後藤竜太指導主事
「幼児期の教育を踏まえた生活科学習の在り方と資質・能力の関連について」

・スタートカリキュラムでめざす子どもの姿を共通理解

◆スタートカリキュラムの実践と見直し（本校）

◆スタートカリキュラム検討会（幼保こ小合同）
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Ⅳ 幼保こ小連携推進部
１ 幼保こ小連携体制

※別冊資料 P.75



(4)臼杵市との連携「幼保こ小連携推進協議会」（年3回程度）

◆第１学年担任と園の代表者（主に年長児担任）
との情報交換

◆実践交流
・幼児教育施設派遣研修生による報告
・園や小学校の実践報告

◆1年生授業参観（6月）

◆保育参観（7月）
32

Ⅳ 幼保こ小連携推進部
１ 幼保こ小連携体制

※別冊資料 P.77



成果 課題

〇幼児期の教育を知ることで小学
校教育に生かすことができた。

（スタートカリキュラム，生活科，
個別の支援）

〇特に校区内の園との交流が活発
になった。
(１年生，５年生，教職員)

〇子どものことや支援の方法など
の情報を気軽に共有できるよう
になった。

●今年度の実践と入学する子ども
の実態を踏まえ，来年度の
スタートカリキュラムの実践に
つなげていく。

●今後も継続して幼保こ小が連携
していく。（子ども同士の交流，
カリキュラムの見直し，情報交
換など）
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Ⅳ 幼保こ小連携推進部
１ 幼保こ小連携体制

※別冊資料 P.78
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Ⅳ 幼保こ小連携推進部
２ スタートカリキュラム「がっこう だいすき」

〈本校の実践〉

◆安心して自ら学びを広げていけるような学習環境を整える

自分で活動できるための工夫

主体的に学びに向かうための工夫

安心感をもつための
人とのつながり

子どもの目線に立った
教師の関わり

※別冊資料 P.79
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Ⅳ 幼保こ小連携推進部
２ スタートカリキュラム「がっこう だいすき」

〈本校の実践〉

◆幼保こ小連携体制を充実させ，一人ひとりの子どもに関する
情報を共有し，指導に生かす

◆発達の特性を踏まえて時間割や学習活動の工夫

朝の自由な時間でリラックス

合科的・関連的な指導

十分な活動時間の確保
段階的な清掃指導

※別冊資料 P.80
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Ⅳ 幼保こ小連携推進部
２ スタートカリキュラム「がっこう だいすき」

〈本校の実践〉

◆生活科を中心に合科的・関連的な指導の充実を図る

★スタートカリキュラム週案，単元配列表
については，資料をご覧ください。

「がっこう たんけん」に
関わる様々な学習を，い
ろいろな教科等で学んで
いきます

※別冊資料 P.87



成果 課題
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Ⅳ 幼保こ小連携推進部
２ スタートカリキュラム

○学年部で密に連絡を取りながら育て
たい子どもの姿や週ごとのめあてに
沿って，進めることができた。

○安心して自ら学びを広げていけるよ
うな学習環境を整えること，特に人と
つながる場を意識して取り入れること
はとても有効だと分かった。

○スタートカリキュラムを実践した教
師自身の考え方が変容した。

●３学期中にスタートカリキュラムの
作成と共通理解を行い，全教職員で
１年生に関わっていけるようにする。

●限られた時間の中で，教えるべきこ
とと子どもに考えさせるところを明
確にしておく必要がある。

※別冊資料 P.95



ご清聴ありがとうございました
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