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【国語科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

胆伸註駆置墨~1
国語科は，言葉による見方 ・考え方を働かせ， 言語活動を通して，言葉の働 きを適切に理解 し，

それらを活用表現する教科である。国語科は，様々な事象や対象の内容を自然科学や社会科学等の

視点から理解することを直接の学習目 的とするのではなく ，様々な事象をどのように言葉で捉えて

理解し，どのように言葉で表現するか，という言莱を通じた理解や表現及びそこで用いられる言葉

そのものを学習対象とするという特質を有している。したがって，言葉に着 目して言莱の働きを捉

えるという国語科固有の視点を踏まえ，理解したり表現したりしながら自分の思いや考えを深め広

げることが，国語科で育成したい力である。

胆旧譴伍三I講環虹,..、 覗贋零靖請~q

国語で理解し表現することを通 して，①創造的 ・論理的思考の側面，②感性 ・

国語科の目標
惜緒の側面，③日常生活における人との関わりの側面から言葉に対する見方 ・
考え方を働かせ，言語感覚を養い，自分の思いや考えを形成し深める資質 ・能

力を育成する。

創造的 ・論理的思考や感性 ・情緒を鋤かせて思考力や想像力を獲い，日常生活

育みたい探究力 における人との関わりの中で，国語を正確に理解したり適切に表現 したりする

とともに，新たな考えを創造する力。

テキストに書かれて いる言葉や自他の発言，または問題解決の過程や結果をふ
育みたい省察性 り返りながら ，学級や個人の問題解決について調整したり ，改善 したりしなが

ら問題解決の質を高める資質 ・能力。

胆詐籠1置！用羅濯出柏 ＇ Z量星置U

整理・ 分析

に探究力を推進させる

,~,"I雫靖贖膚尋劉濯尋隋fl.I

様々な事象をどのように言菓で捉えて理解し，どのように言葉で表現するかを育むためには，実生
活の場における問題を解決すべく探究する 「探究力」と自らの探究を調整 ・改善しながら進めるため

の「省察性」を育む必要がある。

学習者一人一人が ， その単元の学習を通 し て探究力を育むには ， 学習者の興味 • 関心や問題意識を
ふまえた学習課題を設定し，その学習課題の解決を目指して学習活動を展開することができるように

単元を構想する必要がある。学習課題は，第 1次で単元を通した学習課題を設定するだけでは，学習

意欲を単元終末まで自足させることはできな い。蒋入において単元を通した学習課題を設定したうえ
で学びを振り返ったり次時の学習を見通したりしながら学習を展開していくことが探究する姿につな

がると考えるのちの学習活動で意欲的に学ぶ仕掛けを設定し，その過程を繰り返すことで，より探究
が深まると考えている。

また他教科の学習を意圏的に単元に組み込むことで，学習意欲を持続させ，かつ，探究力を身に着
けることで他の学習にも活用発揮させることのできる力ヘとつながっていくと考えている。

屈飴遷納翻叫

研究内容で取り組んだ授業実践の中での子どもの言葉 をもとに，研究の成果と課題を明らかにして
いく 。その際に授業での子 どもの言菓やノートの記述などの子どもの表現物を用いて研究の質的評価

を行う 。
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【社会科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

t淳滋鑓直副~
社会科は社会認識を通して ，公民的賓質を育成する教科である。公民的資質の育成は社会科の究

極の目標であり ，国際社会に生きる民主的で平和的な国家 ・社会の形成者として必要な資質 ・能力

とも言える。このような質質 ・能力を育成するためには，広い視野から地域社会や我が国の国土に

対する理解を一層深め，国際社会で主体的に生きていくための基盤となる知を生み出すことや我が

国の歴史や文化を大切にしながら ，持続可能な社会の実現に向けて よりよい社会の形成に参画する

資質・能力の基礎を培うことを重視して いく 必要がある。

t淳霜譴伍＇三·~叫霜員国讃哨~ii暑靖請~q

社会生活についての理解を図り ，我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育

社会科の目標 て，国際社会に生きる平和で民主的な国家 ・社会の形成者としての必要な公民

的資質の基礎を養う 。 （＝よりよい社会の形成に参画する資質 ・能力の育成）

社会的な見方 ・考え方を働かせながら ，実社会に存在する課題を問題と捉え，

育みたい探究カ 問題解決のために様々な情報を収集し，整理分析し，仲間 と共に問題解決方法
を創造し，表現 ・発信する資質 ・能力。

育 みたい省察性
自他の問題解決について社会的な見方 ・考え方を働かせながら ，見通したり ，

振り返ったりし，学習を調整 ・改善しながら問題解決の質を高める資質 ・能力。

愕縫璽置屡魯絹損暑直l絨..  編鵬i
【社会の問題発見】 【社会を考察する過程】 【社会を構想する過程】

問題発見 問題解決① 問題解決②

解決の見通し 問題解決に向けて，情報を収集し，整理 ・ 問題解決に向けて，まと

社会参画（問題解 分析を行う 。 め ・表現 ・発信する。

決）への意欲の喚 社会参画（問題解決）に向けて情報の 問題解決方法の追究

起 収集と解決方法の追究 問題解決に向けた敢り

組みの実施

阻~,"I雫靖贖膚尋劉濯尋隋fl.I
よりよい社会の形成に参画する資質 ・能力を育成するためには，社会の問題の解決に向けて社会的

な見方 ・考え方を働かせながら問題解決を進める「探究力」と自らの問題解決を調整 ・改善しながら

進めるための 「省察性」を育む必要がある。そのためには，学習問題と単元構成の 2つが特に重要で

あると考える。
まず，学習問題では，以下の 3つの視点を重視し，学習問題づくりを行う 。

0子どもがこれまでに獲得 した知識を活用•発揮できる学習問題であるか。
0子どもが解決したいと思う学習問題であるか。

0社会科で育成すべき， 資買・能力の育成が園られる学習問題であるか。

次に，単元構成では，「社会的事象を考察する過程」と「社会的事象を構想する過程」の 2つを位置付け
ることを重視している。

「社会的事象を考察する過程」とは，社会的事象についての情報を収集し，考察することで意味や

特色，傾向などについて考察し，社会的事象についての理解を深めたり ，多面的な視点で捉えたりす

ることを行う過程である。
「社会的事象を構想する過程」とは，問歴解決に向けて ，自らの社会的事象へのかかわり方や問題

解決の方法を創造したりして，問題解決に向けて社会に参画していく過程である。

団、r~1
取り組んだ授業実践の中での子どもの言葉をもとに，研究の成果と課題を明らかにしていく 。その

際に授業での子どもの言葉やノ ート の記述などの子どもの表現物を用いて研究の質的評価を行う 。ま

た，年度初めと年度末にアンケート調査を行い， アンケート結果による量的評価も行う 。
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【算数科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I .._.. 
杭創滋l箪劉~

算数科は ， 学習内容の系統性が明確であり ， それらを統合 • 発展させて学習していくという性質

がある。数量や図形などについての基礎的 ・基本的な知識及び技能を確実に習得する。そして，こ

れ らを活用 して，問題を解決するために必要な数学的な思考力 ，判断力， 表現力等を育むとともに，

算数の良さに気付き， 算数と 日常生活との関連についての理解を深め、算数を主体的に生活や学習

に生かそうと したり ，問題解決の過程や結果を評価 ・改善 しようと したりするなど，数学的に考え

る資質能力を育成することが本質である。

そのため，知識 ・技能の形式的な確認 ・習得といった学習過程ではなく ，事象を数理的に捉え，

数学の問題を見出 し，問題を自立的，協同的に解決し，解決過程を振り返って概念を形成したり体

系化 したりする算数科固有の問題解決過程（数学的活動）を大切にして指導する必要がある。

h創滋i訟三I講環虹,..、 覗贋零靖請~q

算数科の目標
・数学的な見方 ・考え方を働かせ，数学的活動を通 して数学的に考える賓質 ・

能力を育成する。

・日常生活や社会の事象を数理的に捉え，数学的に表現 ・処理し，問題を解決

育みたい探究力
する力。

・ 数学的事象について統合的 • 発展的に捉えて新たな問題を設定し，数学的に

処理し，問題を解決する力。

育 みたい省察性
・問題解決過程を振り返り ，得られた結果の意味を考察する。

・問題解決過程を振り返り ，概念を形成 したり ，体系化したりする。

杵配紐置llti"V!.I響躙曇9譲澤官酷量伍濫量編融i

日常生活や社会の事象

問

0;11 
事塁 I

探究力 | 題佑iji K 

象
数学的事象

肛伶霰濯暑靖謁隅畢竃滋曙隕阿N
概念の形成 ・体系化

①育成すべき資質 ・能力と問題解決過程の確認

探究力を育むために、単元で身に付けさせたい三つの資質能力を明確化し，それを育成する問題解

決過程を描くことが大切である。（どのような数学的活動によって授業を構成 していくか。）
② 「見方 ・考え方」を生かす

省察性を育むために，問題解決によって得られた結果を，言語化したり， 批判的に検討したりする
「見方 ・考え方」を指導することが大切である。

問題解決過程の中で，「見方 ・考え方」を意図的 ・計画的に指溝の中に位置づけて，指蒋すること

で，探究力と省察性を育むことができる。

躙川、
単元で育みたい三つの資質能力を明確化し， それを育成する問題解決過程を描き指迫する。単元ご

とに数学的な見方 ・考え方を生かし，問題解決過程を描く ことができたかどうかを評価していく 。
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【理科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

践訊鴎墨~
理科は自然の仕組みや自然の中に隠れている原理や法則性などを，科学の方法を用いて自分で見付け

ていく教科だということを観察や実験を通して気付かせるとともに，問題解決を探究する力を育成する

教科である。解決しなければならない問題に遭遇したとき，客観的なデータに裏付けされた知識や技能

を駆使して，真理にせまろうとする力は，急速に変化する世の中に生きる子どもにとって必要な資質 ・

能力といえる。このような資質 ・能力を育成するためには，理科の見方 ・考え方を働かせて，自然にか

かわり ，問題を見出し，見通しをもって観察，実験を行い，より妥当な考えを尊き出す過程を通して，

自然の事物 ・現象についての問題を科学的に解決することを重視した指導が必要である。

理科の目標及び育みたい探究力と省察性

自然の事物 ・現象についての理解を図り ，観察，実験などに関する基本的な技能を

理科の目標 身に付け，見通しをもって観察，実験を行うことで，問題解決の力や自然を愛する

心情や主体的に問題解決しようとする態度を簑う 。

自然の事物 ・現象に親しむ中で問題を見出し，問題解決のための方法を考え，観察

育みたい探究力 や実験を行い，結果を整理分析し，仲間と共に関わり合いながらより妥当な考えを

創造する資質 ・能力。

育 みたい省察性
自ら見出した問題について見通しをもって活動したり，観察や実験の方法や結果

の妥当性を検証したりすることで問題解決の質を高める喪質 ・能力。

桔遁翡圏櫂羅濯囀繹暑譴“道『曇量量a
【問題発見の場】 【見通す】 【情報収集】 【 問題解決• 新たな問題発見】

r ヽr ヽr rヽ ヽ
問題発見 予想と実験観察方法 観察，実験 考察 ・結論 ・問題発見

自然の事物・現 問題解決に向けて．予 問題籐決に向け 纂めた情報をもとに問題解

象と出合う。 想を立て．問題解決の て．情報を収集 決をめざす。さらに．新たな

方法を見出す。 する。 問題を発見する。

ヽ ノ‘ .J ¥. ~ ヽ _,J 

探究力と省察性を育む指導

理科において，問題を発見し，見通しをもって問題を解決していく「探究力」と自らの探究を調整 ・修

正しながら進めるための「省察性」を育むためには，子 どもが 自己調整的に進める理科授業が求められる。

子どもが見通しをもって学習計画を立て，学習の状況を自ら評価し，必要に応じて学習の調整を行う こと

により ， 自らの行動や認知を変容させることができる。具体的に授業の流れを想定すると ，以下のように

展開していく 。

見通しをもった学習計画 仮説を協働的に立て ，実験を計画する。

学習過程のモニタリング 仮説を意識した実験 ・親察を行い ，結果を全体で共有する。

学習成果についての自己評価 実験結果と 仮説の比較を協ifJJ的に行い ，獲得した科学概念を表現し，合意を得る。

学習全般の調整 獲褐した科学概念の楕築過程を振り返り，既習概念との結ぴつけや次の学習課超を見

出す。

参考 ：理科における自己調整学習（森本，2012)

以上のような過程を踏ませることで，理科における探究力と省察性を育む学びの実現に近付かせる。

次に，比較する力を育成するために， 3つの比較（対象同土の比較，他者との比較，これまでの知識や

経験との比較）を行う場面を意識的に取り入れる。 3つの比較を取り入れることで，子どもが問題意識を

もったり ，自己の学びを顧みたりすることにつながり ，探究への意欲が高まったり，探究を修正したりす

ることができるようになる。また，問題解決の過程の中で比較を基にして子どもが事象の規則性を見出し

ていくことで，各学年で重視される理科の考え方（関連付ける，条件制御する ，多面的に考える）を育む

ことにつながる。

妍、rw1
研究内容で取り組んだ授業実践の中での子どもの言葉をもとに，研究の成果と課題を明らかにしていく 。

その際に授業での子どもの言葉やノートの記述などの子どもの表現物を用いて研究の質的評価を行う 。ま

た，年に 3回，アンケート調査を行い，アンケー ト結果による拭的評価も行う 。
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【生活科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

E署鳴鑓駆置墨~
生活科における具体的な活動や体験は，子どもの生活の全てが対象である。実生活の中で 自分自

身や身近な人々 ，社会，自然の特徴やよさ ，それ らの関わり方などに気付く 。そして，必要な習慣

や技能を身に付け，身近な人々や社会，自然を自分との 関わりで捉えようとする。その過程で，自

分自身や自分の生活について考え，自ら表現 し，身近な人々，社会，自然に働きかけ，意欲や自信

をもって学んだり，生活を豊かにしたりするものである。

また，五感を通 したリアルな活動や体験を，各教科等の内容 と関連付ける ことで，人々 ・社会 ・

自然に関わる見方 ・考え方を生かし，多様に表現しながら探究しようとする態度を育てることをね

らいとしている。

生活科の目標及び育みたい探究力と省察性

生活科の 目標
具体的な活動や体験を通して，身近な生活に関わる見方 ・考え方を生かし，自立し
生活を盟かにしていくための資質 ・能力を育成する。

育みたい探究 力
身近な人々 ・社会 ・自然に関わ り，考え，判断し，表現することで，具体的な個
別の対象に対する気付きを深める。

育みたい省察性
表現した結果から考え直すなど，思考と表現を繰り返し，改善策や願いを生む
活動を通して振り返る。

~~ 茸駐璽蹟饂濯譴洞＇ ・“辺『曇編置白

個別的な気付き

関心の高まり•生活を豊かにしようとする態度

胎~"零靖請隅尋奮濯碍渭閥
生活科の目標を達成するため，探究力と省察性の基礎を育む指導を行うには，以下の点を重視して

取り組むことが重要だと考える。特に，子どもたちの生活経験が学びの対象となることからも，実生

活にあって現実的であることが求められる。また，気付きを表現するには様々な方法があり，子ども

たちがより効果的な表現方法を選んで伝える活動を充実させたい。伝える活動には人との関わりがあ

り，感じ方の違いや考えの違いを認識しながら，よりよ い人間性に向けての指導を意識 したい。

(1) リアルタイムかつリアルな体験 ：Real 

(2) 多様な表現活動の充実 ：Representation 〈口〗り
(3) 人との関わりと異質性の認識 ：Relationship 

団飴覆劇御i~
子どもが表現する過程や表現したもの，対象に向かう行動，授業における言葉，ワークシー トなど

の記録や振り返りを用いて研究評価を行う 。主に，感 じたことを表現するなど，多様な表現が増えた

り，人 ・社会 ・自然に関わる表現が見られたりするなどの変化を読み取る。



― 18 ―

【音楽科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 l 

”埠譴直墨~
音楽科は生活や社会の 中の音や音楽と豊かに関わる資質 ・能力を育成する教科である。この資質・

能力を育成することによって ，音や音楽との関わりを自ら築き，心豊かな生活を営むことのできる

人を育てる。資質 ・能力を育成するためには，多様な音楽を幅広く体験 し， 音楽に対する感性を働

かせ，生活や社会の音や音楽との関わりを実感できるようにする。知識と感性を同時に働かせなが

ら，音や音楽を，音楽を形づくつて いる要素とその働きの視点で捉え，自己のイメージや感情を生

活や文化と関連付けることを大切にして指尊していく必要がある。

音楽科の目標及び育みたい探究力と省察性

音楽科の目標
表現及び鑑賞の活動を通 して，音楽的な見方 ・考え方を働かせ，生活や社会の

中の音や音楽と豊かに関わる賓質 ・能力を育成する。

曲想と音楽の構造などとの関わりに気付き、知識や技能を得たり活用したり

育みたい探究力 しながら、思いや意圏をもって音楽表現を工夫 したり 、楽曲を味わって聴い
たりする資質 ・能力。

音楽的な見方 ・考え方を働かせて自己や他者の表現や聴き方を省みることで、

育 みたい省察性 調整 ・改善したりその価値に気付いたりしながら 、音楽表現や音楽鑑質の質

を高める資質 ・能力。

＂誠l璽油頂響濯嗣、甫嗣籠櫓量、編馘

や要素同士の関連の知覚

音楽を形づくつている要素

や、要素同士の関連が生み出

すよさや面白さなどの感受

表現
どのように表現するか思いや窓図をもち、

試行錯誤しながら音楽表現を工夫する

鑑賞
何度も楽曲を聴きながら、その特徴や

よさなどを捉えたり、価値を考えたりする

学習以前よりも深まった知覚感受

肛飴覗濯置晴鵠隅署壇厖曙讃阿l
生活や社会の中の音や音楽 と豊かに関わる資質 ・能力を育成するためには，創意工夫をした音楽表

現をすべく探究する「探究力」 と自らの探究を調整 ・改善しながら進めるための「省察性」を育む必

要がある。そのために，次の 3つに重点を置いて研究を進める。

(1)子どもの生活や文化に密着した課題づくりや、思考したくなるしかけづくり

(2)振り返りの充実と 、学びの実感を得られる音楽学びマップの作成

(3)表現と鑑賞を結び付けた題材構成

団飴屯訊ヽ 皿l
研究内容に基づいて取り組んだ授業実践の 中での子どもの言葉や表現する音そのものをもとに，研

究の成果と課題を明らかにする。授業での子どもの言菓，ワ ークシートヘの記述，演奏等，子どもの

表現物を用いて評価を行う 。
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【図画工作科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

1図＿ i甜i訟置墨『＇
子どもは，幼い頃より感性を通して身の回りの環境と関わり ，世界の認識を形成していく 。図工科教

育においては，取り分け，士遊びなどのような造形遊びの中では，全身の感覚を働かせた感性の教育が
行われている。この造形遊びは，自発的な学びを特徴としていて，つくり出す喜びを味わ うと共に，形
や色を思いついたり工夫したりしながら ，自分な りの表し方を見つけていく活動の中で， 学びが生み出
されていく 。その活動の過程において，もう 一度考え直したり ，じっくり見直したり ，周 りの友達と関
わったりする経験が繰り返されており，その経験の精み重ねが知識や技能となって子どもの身体に苗積
されていく 。このような環境との感覚的な触れ合いを通して，自分なりの表現の課題を生み出していく
中で， 子どもの本来持つ造形に関する姿質 ・能力が発揮されると 共に ，育っていくのである。

以上のように，図画工作科は，子どもがもつ豊かな身体感覚に支えられた感性を働かせ活動していく
中で， 自分にとっての意味や価値をつくり出 していく姿質 ・能力を培うことを目指している。

図画工作科の目標及び育みたい探究力と省察性
感性を通して，環境に働きかける中で，新たな意味や価値を見出していこうとする

図画工作科の目標 態度を育むと共に，それらの活動の中で，発想や構想を広げながら自分なりの課題
を形成する，創造性を培う 。
身の回りにある「もの」に，感性的に働きかけることで豊かにイメ ージを膨らませ

育みたい探究カ たり ，自 分なりの意味や価値を見出したりしながら，創造的に活動していくことに
喜びを見出す資質 ・能力。
自他の作品（制作途中を含む）の鑑賞を通して，自己が生み出したものの価値とそ

育みたい省察性 の特質を知ると共に，他者や異文化を理解することで，創造的なコミュニケーショ
ン活動を高めていくための資質 ・能力。

1叫直i輩量•lml璽櫂謹濯囀＇ ・ ~J『曇量冒.
ー・一・ー・ー・ー・ー・ー・一.- . 

；．に~~\mfr,,\L:,l i 
I 

自分なりの課題設定

自己の表出に向けて，
I 

、自分なりの表現課題の獲得と更新をする ＇ 
. - . ー・ー・ー・ー・ー・ー・一• 一

【表現活動】

リ
胎伶尋履嗜靖請隅詈壇滋碍隋訊w

創造性を育成するためには，自ら意味や価値をつくり出そうとする 「探究力」と，自 他の探究の特質を

知ると共に，行為や活動を継続 したり，更新したりする ための 「省察性」を育む必要がある。そして、そ

れらは，素材や場，空間の設定と題材配列がうまく機能することで育まれると考えている。

素材や場，空問の設定に関しては，子どもの発達段階に応じた素材である こと，創造的な活動を支えら

れる材料や用具を意圏的に用意すること，子どもの創造性を支えられる空間であること，試行錯誤可能な

素材や場の設定をすること ，更に，活動の時間を十分に保証することが考えられる。

題材配列に関しては，子どもの典味関心に沿っていること，創造的な活動を支える知識 ・技能を適切に

発揮 ・獲得しながら表現活動を進められること ，形や色を媒介として 自他との対話が繰り返されることに

留意する必要がある。

岡”‘間
形や色，イメージによる造形的な表現を媒介とした多様な関わり合いにおける，子どもの反応や表情，

つぶやきなどの見取りや，子どもによって生み出され続けるかたち（活動過程の成果物）を，以下の観点

で考察し，研究の成果と課題を明らかにしていく 。

①題材の中で与えたものが ，年齢に即していて，探究的な学びを支えるものであったのか。

②素材や場，空間は，子どもの探究的な学びにうまく機能していたのか。

③題材配列や題材計画は，子どもの省察性に機能し，子 どもの変容を促していたか。

また，上記の観点について，活動の結果生み出されたかたち（作品）や図丁カード（言語や図による記

述）などを時間軸で比較し検証していくことで，研究の質的評価を行う 。
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【家庭科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

厩囀譴碩瀑,1
家庭科は、子ども自身が自分の生活をよりよくする力を育むことができる教科であり 、生涯にわ

たって健康で豊かな生活を送るための自立の基礎を培う教科である。

生酒をよりよくしようと工夫する賣賣・能力を育成するためには、 生活事象を、饂カ・饂●、●

慶・快遍•安全、生酒文化の編承・鯛遭、捧纏可鰤な社会の欄纂（蒙塵科的な見方・着え方）を働

かせ、衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、対話的・主体的な学びを創る必要があ

る。

家庭科の目標及び育みたい探究力と省察性

家庭科の 目標
生活の営みに係る見方・考え方を働かせ、衣食住に関する実践的・体験的な活

動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力を育成する 。

育みたい探究カ
日常生活の中から問題を見いだして課題を設定し、解決方法の見通しと計画を

立てる力 。課題解決に向けた行動を遂行する力。根拠や理由を追究していく力 。

育みたい省察性
学校・家庭・地域で実践をしながら、生活をよりよくしようと工夫・評価・改

善していく力。根拠や理由を分かりやすく表現する力 。

謁―'翡匿櫂謹溝、 ＇ ・“濾『曇量冒I
【計画】

活の課題発見

I―――ーー、 f―----: ：り願三~~ :¢. 課題の設定 ： ヽ

、------ ------
ヰ

f -----ヽ
f―----1 知識 ・技能 庄二~ 解決方法の I 

ヽ

1 の習得 I I見通しと計画 1
------ ヽ—----

尽
【評価・改善】

［家庭 ・地域での実践 l 実践活動の

評価 ・改善

【実行】

課題解決に向け

た実践行動

肛栢暫置雫靖績渭詈壇厖曙，閥
家庭科が目指す「生活をよりよくしようと 工夫する資質 ・能力」を育成するためには、生活事象に

対する探究力と省察性を育成する必要がある。以下にその単元構成と指迎の手立てを示す。

単元構成 探究力を育む指導 単元構成 省察性を育む指導

生活の課 自他の共通点 ・相違点を見つける。 実行 多様な価値を比較 ・検討し、自ら選択 ・判

題発見 断できるようにする。

解決方法 実習や実験、調査、観察などの活動 評価 ・改 自分の行動が、家族や友だち、地域 ・社会

の検討と の中で「なぜ、 00するのだろう」 善 にどのような影粋を与えて いるか吟味す

計画 と根拠や理由について追究する。 る。

叩暉同
研究内容で取り組んだ授業実践の成果と課題を明らかにするために、ワークシートを子ども自身が

自分の成長を自覚できるものにし、考えの推移が目に見えるようにして研究の質的評価を行う 。量的
評価においても、同様にワークシートを活用する。
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【体育科提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

i譴請譴鴎置~
体育科は，生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現するための資

質 ・能力を育成する教科である。 この資質 ・能力は，「 (1)その特性に応じた各種の運動の行い方

及び身近な生活における健康 ・安全について理解するとともに，基本的な動きや技能を身に付ける

ようにする。(2)運動や健康についての自己の課題を見付け，その解決に向けて思考し判断すると

ともに，他者に伝える力を養う 。(3)運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し，

楽しく 明るい生活を営む態度を養う。」である。本校では，こ の 3つの資質 ・能力を身につける＝

「運動を楽しめる子」と考え，取り組んでいく 。

体育科の目標及び育みたい探究力と省察性

体育や保健の見方 ・考え方を働かせ，課題を見つけ，その解決に向けた学習過

体育科の目標 程を通 して， 心と体を一体として捉え，生涯にわたって心身の健康を保持増進

し豊かなスポーツライフを実現するための資質 ・能力を育成する。

育みたい探究力
運動面 「できるようになりたい！」と運動に取り組み続けるカ

健康面 健康的な心や体をつくろうとするカ

運励面 どうすればできるようになったかをふり返るカ

育 みたい省察性 どうすればできるようになるかを考えるカ

健康面 自分の生活（生活習慣）を見つめ直すカ

固訓鮎Ill響櫂謹濯鴇喝~揖濯濯i•'ld-
【運動の方法や体について考える・試す】

！藷滑渭澪靖謁隅邊讀碍隕阿N
どうすれば運動ができるようになるのかを考え，取 り組み続けることが探究している姿であると

考える。また，運動への探究を行い続けるためには，体の変化に目を向けることも大切である。運

動を楽しむための基礎となる体をつくることにも探究できるカリキュラムを編成していく 。そのた

めに，以下の点に重点を置いて研究を進める。

・運動についての知識を深める：それぞれの特性を知り、背景まで理解しておく 。

・運動にどのような思いをもっているのかを知る ：アンケートや態度測定，学習カードからみとる。

・子ども自身が変容に気付くようなフィードバックを行う ：体の動かし方や部位，またチームの戦

術面などに目を向けさせる声かけの工夫。

・身に付けさせたい力と子どもの思いを擦り合わせた学習過程を考える ：子どもがどんな思いでそ

れぞれの運動を学んでいくのかを考え，必要に応 じて 1時間ごとに修正しながら課題を考えてい

く。

・話し合いや教え合いの時間や場を大切にする ：子どもたち同士で「なんでできるの？」と尋ねる，

「ここをこうしたらいいんじゃない」とアドバイスをし合うような風土づくり 。

・カリキュラムマネジメント ：CHANGE, 保健，生活科，家庭科，食育などとつなぎ，健康的な心や

体づくりに目を向けさせる 。また保護者に協力を仰ぎ家庭での意識につなげる 。

団、rw1
授業実践の中での子どもの思いをもとに，単元の中で「どのようにすれば探究力を継続させられ

るのか」に視点をあて，研究をふり返る。学習カードの内容と支援の方法を照らし合わせることや

実際の活動の様子を映像でふり返るなどをして，単元における個や集団の変容をみていく 。そこか

ら，学習過程の工夫や声かけ，手立て等が適切であったかを判断する。また，大学との連携により ，

「態度測定による体育授業診断法」を用い，是的分析も行い，質的分析と両面で進めていく 。
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【道徳科提案】

未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

枷訊籟這皐i
道徳科は，自己の生き方を考え，主体的な判断の下に行動 し， 自立 した一人の人問としての他者と共に

よりよく生きることができるための基盤となる道徳性を養う教科である。道徳科の本質は，内面的資質を

育てることである。内面的資質とは，子どもがよりよい生き方を実現していきたいと いう思いや願いを持

ち，将来様々な場面に出会った時，その状況に応じて主体的な判断に基づいて道徳的実践を行うことがで

きることである。そのために，自分との関わりで考えること ，多面的 ・多角的に考えることを道徳科の授

業の中で大事にしていく 。

道徳科の 目標

育みたい探究カ

育みたい省察性

単元に関わる

テーマを設定

［探究力を育むために】

道徳科の目標及び育みたい探究力と省察性

よりよく生きるための基盤となる道徳性を養うために，道徳的諸価値についての理解
を基に，自己を見つめ，物事を多面的 ・多角的に考え，自己の生き方についての考え

を深める学習を通して，道徳的な判断力， 心情実践意欲と態度を育てる。

他教科 • 他領域， 日常生活などの体験とつなげて考えたり，自分と友達の感じ方や考
え方を比べたりしながら多面的・多角的に自己のよりよい生き方について追究する資
質 ・能力。

道徳的価値理解について自分との関わりで問い直し，自己のよりよい生き方について

考えを深める資質 ・能力。

道徳科における探究的な学びのイメージ

他教科 • 他領域， 日常生活など

道徳：テーマに関わる

内容項目

道徳 ：テーマに関わ

る内容項目

※時数や内容項目数は，単元において異なる

誡覇罰置＇暑屠罰

自己の生き方に
ついてのよりよ
い判断力

① 他教科 • 他領域， 日常生活などと関連 した単元を構成 し， 単元に関わるテーマを設定することで，ねらい

とする道徳的価値を一人一人が自分の問題として捉え，自己のよりよい生き方について追究しようとする

「探究力」につながる 。 また ， 他教科 • 他領域， 日常生活などでの体験を道徳科で重ね合わせて考えたり ，

道徳科で考えたことが，他教科 • 他領域，日常生活などで実践したりすることがくりかえされることで自

己のよりよい生き方について追究する姿につながる。

② 自分の考えが可視化できる手立てや，多面的 ・多角的に話し合うためのエ夫などを行うことで自己のより

よい生き方について追究する姿につながる。

［省察性を育むために］

道徳科の 1時間毎と単元の途中での定期的なふりかえりを行う時間を設ける。「今のわたしはどうだろう ・・・」

「これから…」等，これまでの自分とこれからの自分のよりよい生き方について考えることができるようにする。

単元の終末では，学習課題にこれからの自己の生き方についてよりよい判断力がもてるようにする。

園釦
研究内容で取り組んだ授業実践の中での子どもの言葉をもとに，研究の成果と課題を明らかにしていく 。そ

の際に授業での子どもの言葉やふり返りの記述などの子どもの表現物を用いて研究の質的評価を行う 。また，

実践意欲や態度につながったかを学校生活全般の行動の記録を適宜とったり，子ども自身が自己の成長につい

ての振り返りを記述したりしながら，検証する。
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【外国語活動提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 l 

園国詐許:.Jjり訟置墨1
我が国でも外国人観光客や外国人労働者の増加により，諸外国の人々の文化や言語に触れる機会

が増えている。このようなグローバル化が急速に進んでいる社会において外国語をコミュニケーシ

ョンの手段として使い，国際的な視野に立って活躍できる資質 ・能力が求められている。そのような

資質 ・能力を育成するためには 「話す ・聞く 」を中心としたコミュニケーションの素地を簑い，互い

の言語や文化を蔚重する思いを育みことで未来や社会へのつながりをもつことができるようにし

ていくことが重要である。

外国語活動の目標及び育みたい探究力と省察性

外国語活動の 外国語やその背景にある文化について親しみ，体験的に理解を深めること
目標 でコミュニケーションを図る素地となる資質 ・能力を育成する。

育みたい探究力
日本と外国について言語や文化の違いに気付き，対象 • 他者との関わりを通
してコミュニケーションを固ろうとする資質 ・能力。

育みたい省察性
自らの生活や社会に対して課題を見い出し，解決策を考える中で習得した
知識をさらに高めていこうとする資質 ・能力。

屈酢囀噌~tJJl匿用謹溝膳哨潤渭譴9虚濫量星置t.l

【問題】 【親しむ・習得】 【活用】

他教科 ・領域と関連させな

がら自らの生活や社会に

関わる問題に出合う 。

問題解決に向けての知識

や技能を習得し，活用に向

けた準備をする。

習得した知識や技能を生

かし，他者と関わりをもっ

たり ，発信したりする。

【考察】

振り返り，さらに必要な事柄に気付くことで自己を高めていこうとする。

肛怜覗濯置晴請隅警壇謹噌讃阿l
外国語活動における 「探究力」とは，いかに他者とコミュニケーションを固り，新し

い出合いや自国との文化の違いを楽しみ世界を広げることである。そのために今の自分
に必要な情報や技能について考え，語彙や表現を習得しようとする省察性が必要にな
る。その「探究力」と 「省察性」を高め，継続していくには自分が新しく習得した言語
によるコミュニケー ションによって新しい自分や世界が広がったことに対する喜びが感
じられる指導が重要になる。アクテイビティを通したやり取りや学習したことを活用す
る場面を設定することで子どもたちの学びを深めていきたい。

暉川
主として子どもたちの成果物や児童観察，ア／ケート調査を行い，研究の成果と課題を

明らかにする。子どものたちの成果物をファイリングし， ICT機器を用いて活動や表現を
記録したものをポー トフォリオとして活用し，学習前と学習後の語彙の量や表現の変化を
もって評価を行う 。
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【CHANGE提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

~ 凪重辺譴摩l
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，課題を解決し，自

己の生き方を考えていくための資質 ・能力を育成する。そのために，探究的な学習過程において，

課題解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に 関わる概念を形成 し，探究的な学習の良さを理

解する。実社会や実生活の中か ら問いを見出だし， 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。探究的な学習に主体的に ・協働的に取 り組むとと

もに友だち と互いのよさを生かしながら ，稼極的に社会に参画 しようとする態度を簑う 。

CHANGEの目標及び育みたい探究力と省察性

探究的な見方 ・考え方を働かせ，体験的な学びを活かした横断的 ・総合的な学

CHANGEの目標 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 ・能力を育成する。

育みたい探究カ
実社会や実生活の 中から問いを見出だ し， 自分で課題を立て ，情報を集め，整

理 ・分析して，仲間と共に問題解決方法を創造し，表現 ・発信する資質 ・能力。

体験的な学びを活かした自 他の問題解決の過程や結果を振り返りながら ，自他

育 みたい省察性 の問題解決について，調斃したり改善したりしながら問題解決をすることで自

己の生き方を考えていく 資質 ・能力。

躙羅雇罰顆r,-
【実社会・実生活の問題発見】 【体験を活かした解決方法の追究】 【課題解決】

r 
課題発見

解決への見通し

学ぶ意義や目的を明

確化する。

ヽ

rヽ
課題解決①

課題解決に向けて ，体験したり ，調査し

た りしながら情報 を収集 し，整理分析を

ノ＼ 行う 。

rヽ
問題解決②

問題解決に向け

て，まとめ ・表

現 ・発信する。

ヽ

ノ'、 ノ

馘齋響欝薯暑響目
自己の生き方を考えていくための資質 ・能力を育成するためには，実社会 ・実生活の問題を解決す

べく探究する r探究力」と自らの探究を調整 ・改善 しながら進めるための 「省察性」を育む必要があ

る。そのためには，教材分析と単元構成の 2つが特に直要である。まず，教材分析では，以下の 6つ

の視点を重視している。①子どもたちが実際に体験したり調査したりして対象に働きかけることので

きる課題であるか。②他教科と関連することができ ，教材のもつ価値や内容に汎用性があるか。③子

どもの興味 • 関心に沿っているか。 ④継続的に繰り返し関わること ができる「ひ と • もの • こと 」が

あるか。⑤子 どもたちの探究的な見方 ・考え方の変容につながる ような事実があるか。⑥ 自己の生き

方を考えていくための資質 ・能力を育成することができるのか。次に，単元構成では 「体験を活かし

た解決方法の追究」と「問題解決lの 2つを位置付けることを重視 している。「体験を活かした解決方

法の追究」とは，問題解決に向けて体験したり調査したりして試行錯誤しながら対象に働きかけ，対

象に思いを膨らませていく 。その中で，情報を収集し，考察することで意味や特色，傾向などについ

て考察 し，多面的な視点で捉えた りすることを行う過程である。r問題解決」とは， 実際に問題解決に

向けて取り組むことで 自ら社会に関わ り参画しようとする意志，社会を創造する 主体としての 自覚な

どを闇め，非認知的能力が子どもの中に醸成されていく過程である。

庫
研究内容で取り組んだ授業実践の中 での子ともの言菓をもとに，研究の成果と課題を明らかにして

いく 。その際に授業での子どもの言葉やノートの記述などの子どもの表現物を用いて研究の質的評価

を行う 。また，年度初めと 年度末にア ンケート 調査を行い，アンケー ト結果に よる量的評価 も行う 。
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【複式教育提案】

1 未来に生きて働く探究力と省察性の育成 I 

＇這I~駅匹II!
複式学級には，少人数の異学年が 1つの教室で同時に学んでいるという特徴がある。異学年が互

いの考えを認め合い，刺激し合うことで学びを深めることができる。しかし，1人の教師が異学年

を同時に指導するため，子どもたちだけで学びを進める間接指導の時間が生まれる。この間接指導

時において，司会者 ・記録者 ・フォロワーが，自分の役割を果たして学ぶことが求められる。学び

方を身に付け，異学年の関わりを大切にし，主体的に学びを進める子どもを育てることが複式教育

の核となる。そこには，少人数のよさを生かした他者との深い関わりがある。

式教育の目標及 育みたい探究力と省察性

司会者 ・記録者 ・フォロワーがそれぞれの役割を果たして学びを進める中で，

複式教育の目標
自学自習の経験を通して自ら学び，自ら考える主体的な態度を育成する。異学

年が，問題解決に向けて協働して学び合い，問題に応じた最適な解決方法を探

り出していく力を獲う 。また，個に応じた基礎 ・基本の確実な定着を図る。

育みたい探究力
見通しをもち，問題解決のために最適な学び方を選択する。様々な情報を収

集 ・整理 ・分析 し，仲間と共に問題解決の方法を創造し，表現 ・発信する。

育 みたい省察性
自他の問題解決の過程や結果を振り返り ，問題解決の方法を調整したり，改

善したりする中で問題解決の質を高める。

t~r&屯~加 璽 蕩曇ti泊＇紺紐・紐 Zヽ 編融i

一― 一

肛伶霰濯零靖請隅畢竃隕碍隕阿N
最適な問題解決の方法を他者とともに選択する力を育成するため，自分たちで問題解決するための

「探究力」と ，自分たちの探究を調整 ・改善しながら進めるための「省察性」を身に付けさせたい。
そのため，「教材分析」「学び方」を柱とした。教材分析において子どもが学びたい，関わりたい，活

用したいと思える学習内容を充実させる。また，学び方を系統的に示しながら ，学び方の基礎を確実

に身につける指迎を行う ことに重点を置く 。

●教材分析

0子どもの典味 • 関心に沿った課題や教材に学ぶ意義を感じ，見通しをもって学べる教材。
0異学年交流による学び合いが各学年の学びを高められるようなカリキュラムマネジメン ト。

0教科等や実生活と関連付けて考えられる内容で，汎用的な資質・能力の育成が図れる授業づくり 。

●学び方

0課題を設定し，取り組む内容や方向性を明確にしながら解決に向けての見通しをもつ。
0個人でじっくり取り組み，全体で考えを共有し，多様な考えを比較しながらよさを見出す。

0課題に対する振り返りでは，視点をもって丁寧に行うと同時に，複式学級における学び方の振り

返りを行い，改善につなげる。
0異学年の考えや意見を大切にして学び合う 。

園年l
授業記録から，司会 ・記録 ・フォロワーや異学年の関わり方について子どもの言葉から質的評価を

行うと同時に，探究のプロセスが形成されているかを評価する。


