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研修の流れ

１．研修目的の確認

２．講話

３．協議



研修目的

1．学習指導要領　総則の内容を理解する

２．学習指導要領の内容を踏まえた教育課程
の編成･実施のために、できること（やるべ
きこと）を考える



みなさんが、各学校で、学習指導要領の趣旨に沿った、適切な教育課程を
編成し、教育活動を実施していく上で、｢総則｣に記されている事項をしっか
り理解することが、重要となります。

「学習指導要領　総則」には、どのようなことが書かれているのですか？　

でも、「学習指導要領　総則」の理解って、難しいのではないでしょうか？　

「学習指導要領」の「総則」のページを開いてみてください。

小学校は１７ページから２７ページ、中学校は１９ページから２８ページの、
２０ページほどです。これから、この、２０ページを読みながら、「学習指導
要領　総則」の内容を捉えていきましょう。

｢学習指導要領　総則」には、教育課程の編成･実施について、各教科にわ
たる通則的な事項が規定されています。

「教育課程」とは、どのようなものですか？　

｢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
を児童生徒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
織した各学校の教育計画のことです。　　　　　　　　　　      解説小P.11中P.11



小学校学習指導要領１７～２７ページ
中学校学習指導要領１９～２８ページ

｢学習指導要領　総則」は、上の６つの枠組みでまとめられています。

何が身についたか

どのように学ぶか



何ができるようになるの？　
（第１章第１）
何を学ぶの？　
（第１章第２）



確かな学力

健やかな体

豊かな
人間性

基礎的･基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用し
て課題を解決するために必要な思考力･判断力、表現力等を育むと
ともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かし多様な
人々との協働を促す教育の充実に努めること

道徳教育や体験活動、多様な表現や鑑賞の活動等を通して、豊か
な心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めること

学校のおける体育･健康に関する指導を、児童の発達の段階を考
慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより、健康
で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充
実に努めること

変化の激しいこれ
からの社会を生き
るために、これら
｢知｣｢徳」｢体」をバ
ランスよく育てるこ
とが大切です。

解説小P.22-33　中P.22-34

 何ができるようになるの？ 第１章 第１ 小中学校教育の基本と教育課程の役割 ２ （１）（２）（３）

新「学習指導要領」で、目指していることって何ですか？　

新｢学習指導要領」では、子供たちに｢生きる力」を育むことを目指

しています。これまで大切にされてきた、子供たちに｢生きる力」を育むと
いう目標は、新「学習指導要領」においても変わることはありません。

小P.17　中P.19

「生きる力」とは、どのような力のことですか？　

｢生きる力」とは｢知･徳・体のバランスのとれた力」のことです。



「生きる力」を子供たち育むために、学校での指導を通して、どのよう
な力を育てていけばよいでしょう？　

新｢学習指導要領」では、新しい時代を生きる子供たちに必要な

「資質･能力」を３つの柱として整理しています。

小P.18　中P.20

　　何ができるようになるの？　　　　第１章　第１小中学校教育の基本と教育課程の役割　３



目標【中学校　国語科】
言葉による見方･考え方を働かせ、言語活動を通して、国語で正確に理解し適切に表現する資質･能力を次の通
り育成することを目指す。

（１）社会生活に必要な国語について、その性質を理解し適切に使うことができるようにする。

（２）社会生活における人との関わりの中で、伝え合う力を高め、自分の思いや考えを確かなものにすることがで
きるようにする。

（３）言葉がもつ価値に気付くとともに、読書をし、我が国の言語文化を大切にして、思いや考えを伝え合おうとす
る態度を養う。

内容【中学校　社会科】
C　日本の様々な地域
（１）地域調査の方法

　場所などに着目して、課題を追究したり解決したりする活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指
導する。

ア　次のような知識及び技能を身に付けること。
　（ア）観察や野外調査、文献調査を行う際の視点や方法、地理的なまとめ方の基礎を理解すること。
　（イ）地形図や主題図の読図、目的や用途に適した地図の作成などの地理的技能を身に付けること。
イ　次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

　（ア）地域調査において、対象となる場所の特徴などに着目して、適切な主題や調査、まとめとなるように、調査
の手法やその結果と多面的･多角的に考察し、表現すること

思考力、判断力、表現力

知識及び技能

学びに向かう人間性等

思考力、判断力、表現力

知識及び技能

　　何ができるようになるの？　　　　　第１章　第１ 小中学校教育の基本と教育課程の役割　３

各教科等の指導を通して育成する「資質･能力」を明確にする

ために、各教科等の目標や内容を「３つの資質･能力」の観
点から再整理されています。



「学習の基盤となる資質･能力」「現代的な諸課題に対応して求められ
る資質･能力」ってどんなことですか？　

「学習の基盤となる資質･能力」「現代的な諸課題に対応して求めら
れる資質･能力」とはどのようなことか具体的に次のように示されてい
ます。

★日々の学習や生涯にわたる学びの基盤となる資質・能力
　□言語能力
　□情報活用能力（情報モラルを含む）
　□問題発見･解決能力　等

学習の基盤とな
る資質･能力

解説小P.48-52　解説P.48-53

現代的な諸課題
に対応して求め

られる
資質･能力

★豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに
向けた現代的な諸課題に対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
　□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作る力
　□豊かなスポーツライフを実現する力 解説小P.52-53　中P.53-54

何を学ぶの？　第１章　第２ 教育課程の編成 ２  教科横断的な視点に立った資質･能力の育成

また、「学習の基盤となる資質･能力」「現代的
な諸課題に対応して求められる資質･能力」の
育成についても示されています。 小P.19　中P.21



「学習の基盤となる資質･能力」「現代的な諸課題に対応して求めら
れる資質･能力」などの資質･能力を、一つの教科だけで育成すること
は難しいと思います。　

こちらは、Ａ中学校の例です。単元配列表を作成し、育成したい資質･
能力（多面的･多角的思考力、科学的･論理的思考力、情報編集力、創
造的思考力、コミュニケーション能力）を各教科･領域のどの場面で育
成するのかを明確にしています。

そうです。これらの資質･能力を育てていくためには、教科等の枠を超え
た、教科等横断的な視点で育成していくことが大切です。

そのため、教育の目的や目標の実現に向けて必要な教育内容を組み立

てていく｢カリキュラム・マネジメント」が必要となります。
小P.18　中P.20

　　何ができるようになるの？　　　　第１章　第１ 小中学校教育の基本と教育課程の役割　４



令和元年度　須崎市立多ノ郷小学校

学校教育目標：知・德・体の調和のとれた教育を目指し、自主・自律性と向上心に富み、情操豊かな子どもの育成を図る。 研究主題：主体的・対話的で深い学びの実現を目指して～見通しをもつ授業づくり～

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月

学校行事・PTA行事

入学式・始業式

家庭訪問・避難訓練（地震）

学習参観・PTA総会

１年生を迎える会

交通安全教室
運動会

PTA拡大役員会

スポーツテスト

プール開き・１学年PTC

土曜授業日（道徳参観）

避難訓練（火災）

期末懇談
終業式

始業式・避難訓練（地震）

学習参観・PTA愛校作業

わくわくディ事前会
わくわくディ

学習発表会
避難訓練（地震）休み時
間バージョン
遠足

土曜授業（学習参観）

PTAバザー

持久走大会

期末懇談・終業式

学年行事 プール掃除 非行防止教室
宿泊研修
船のものづくり体験講座

学習部
目標：ねらいや目的に合わせて自分の考えを表

現（書く・話す）し、お互いの考えを交流すること

で、伝え合う楽しさを味わい主体的に学びあう児

童を育てる。

授業スタンダードの確認

全国学力学習状況調査の結果分析

チャレンジタイム（週４回）（通年）

パワーアップ（水５限）（通年）

全国学力学習状況調査分析

から授業改善
読み聞かせ
全校研（５年）

読み聞かせ

校内研修（道徳）

学習意欲アンケート

授業振り返りアンケート

読み聞かせ
全校研（２年）

読み聞かせ

読み聞かせ
選書会
図書館アンケート
全校研（４年）

読み聞かせ

家庭学習状況調査

学習意欲アンケート

授業振り返りアンケート

生活部
目標：自ら考え行動し、心身ともに健

やかな学校生活を送ることのできる

児童を育てる。

目標：AAOしぐさを身につけよ

う

多小生活スタイル

事例研

あいさつ運動（企画委員会）

目標：仲間とのきずなを深め

よう

いじめ防止対策委員会

掃除の仕方について（生活・

美化委員会）

目標：学習に取り組もう

Q-Uアンケート実施

廊下の通りかた（保健委員

会）

目標：１学期を振り返ろう

いじめ防止委員会

事例研

集会　夏休みの暮らし方

目標：友だちと助け合おう

あいさつ運動（企画委員会）

目標：心を豊かにしよう

全校遊び（体育委員会）

目標：ねばり強く取り組もう

Q-Uアンケート実施

目標：自分のいいところを見

つけよう

事例研

人権・道徳部
目標：人とのつながりの中で、互いを認

め合い、協力し、社会や生活を見つめな

がら主体的に行動できる児童を育てる。

いいとこ見つけの木（常時

活動）
ビーイングの作成
SSEの会

道徳アンケート
二者面談（４年）

生活アンケート実施
人権レポートの作成

道徳アンケート中間検証

生活アンケート中間検証

SSEの会
二者面談（５年） 生活アンケート

道徳アンケート
人権参観日

学校図書館教育
活動目標と年間計画

読書週間の実施

朝読書（毎日）
読書郵便

新着図書の紹介

新聞感想文（５年）

お話の会

夏休み読書の呼びかけ

夏休み図書館開放の計画

学習資料希望調査　お話の会

新着図書の紹介

読書感想文（１～５年）

人権作文・社会を 明るくする作文（６年）

お話の会

学校新聞作り（６年）

読書週間

お話の会

読書郵便　　お話の会

辞書引き大会

課題図書の紹介

冬休み読書の呼びかけ

読書感想画（１・２年）

お話の会

国語
教えてあなたのこと

なまえをつけてよ

新聞を読もう

見立てる・生き物は円柱形

古典の世界

きいてきいてきいてみよう

敬語

著作権について知ろう

夏の夜

次への一歩-活動報告書

【アンプラグド】

からたちの花

日常を十七音で

和語、漢語、外来語

明日をつくるわたしたち

意見が対立したときは

大造じいさんとガン

秋の夕暮

天気を予想する

グラフや表を読む

文の組み立て【スクラッチ】
百年後のふるさとを守る

分かりやすく伝える

社会
日本は世界のどこにある？
日本の地形と気象

自然条件と人々のくらし 米づくりのさかんな地域 水産業のさかんな地域

これからの食料生産

わたしたちの食生活につい

て考えよう

自動車づくりにはげむ人々
世界とつながる日本の工業
工業の今と未来

情報を伝える人々

広がる情報ネットワーク

【スクラッチ】

算数
整数と小数
直方体と立方体の体積

比例
小数のかけ算

小数のわり算 合同な図形

偶数と奇数、倍数と約数

分数と小数、整数の関係

【プログル】
分数のたし算とひき算

単位量あたりの大きさ

図形の角

【スクラッチ】【プログル】
四角形と三角形の面積

理科 天気の変化 植物の発芽と成長 魚のたんじょう 魚のたんじょう
花から実へ
台風と天気の変化

流れる水のはたらき 物のとけ方 物のとけ方

音楽
レッツテイクアチャンス

花のおくりもの

クラップフレンズ

こいのぼり

茶色のこびん

こきょうの人々

花
ハローシャイニングブルー

組曲「カレリア」から「行進
曲」に

星笛
赤とんぼ

子もり歌

会津磐梯山/音戸の舟歌

世界の音楽

風とケーナのロマンス 冬げしき

家庭科

家庭生活とと家族を見つめよ

う

だんらんのための仕事から始

めよう

家庭生活を工夫しよう

料理の作り方を考えよう

【アンプラグド】

ゆでる調理をしよう

工夫しておいしい料理にしよう

針と糸を使ってできることをさ

がそう

手ぬいにトライ！
手ぬいのよさを生かそう

毎日の食事を見つめよう

【アンプラグド】
なぜ食べるのか考えよう

【アンプラグド】

買い物名人にんろう

買い物名人として生活しよう

身の回りの物や生活の場を

見つめよう

身の回りをきれいにしよう
物を生かして快適に生活し

よう

図画工作
見つめて広げて

心のもよう

カードを使って

糸のこすいすい

消してかく

コマコマアニメーション

あんなところで

　こんなところで
使って楽しい焼き物 じっと見つめてみると

立ち上がれマイライン

光のハーモニー
ミラクル！ミラーステージ

体育
よりよい動きをつくろう 運動会に向けて

体力テスト
体力テスト
水泳

水泳
【保健】心の健康
マット運動

短距離走・ハードル走
走り幅跳び・走り高跳び

持久走に挑戦
持久走に挑戦
跳び箱運動

学級活動
クラスのスローガンを決めよう

学級を楽しくする係を決めよう

トイレの掃除の仕方を考えよう

規則正しい生活をしよう

運動会をがんばろう

友達のよいところみつけよう

プールの約束を確認しよう

楽しい宿泊研修にしよう

１学期をふり返ろう

夏休みの過ごし方を考えよう

係活動を見直そう

あいさつをしよう

食事と生活リズムについて考

えよう
読書郵便を送ろう

大人への第一歩

２学期をふり返ろう

がんばっている友達を見つけ

よう

道徳
夢を実現するためには

流行おくれ

わたしは飼育委員

すれちがい

どうすればいいのだろう

命の詩

あいさつって

祖母のりんご

水がわたる橋

曲げわっぱからの伝わるもの

一ふみ十年

宇宙から見えたもの

命を守る防災訓練

絵地図の思い出

ケンタの役割

公園のきまりを作ろう

真の看護を求めて

「自分らしさ」を見つめよう

友のしょうぞう画

千羽づる

ブランコ乗りのピエロ

道案内

いこいの広場

世界最強の車いすテニスプレーヤー

最後のコンサート

おおきに、ありがとう

小さな国際親善大使

総合的な学習の時間 生産活動をしよう① 生産活動をしよう② 船と生活について考えよう
色々な船と海運について考
えよう

海の仕事から学ぶ将来
海の仕事から学ぶ将来
生産活動をしよう②

海の仕事から学ぶ将来
海の仕事から学ぶ将来
保育園を訪問しょう

外国語活動 Lesson1 Hello! Lesson2 I'm happy. Lesson3 How are you? Lesson3 How are you? Lesson4 I like apples. Lesson5 What do you like? Lesson6 What do you want?Leeson7 What's this?

第５学年　年間カリキュラム

こちらは、Ｂ小学校の例です。プログラミング的思考の育成の視点で単元
配列表を作成し、Ａ中学校と同様に、各教科･領域のどの場面で育成する
のかを明確にしています。

　　何ができるようになるの？　　　　第１章　第１ 小中学校教育の基本と教育課程の役割　４



　ところで、先程から話しています、

「教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容
等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと」は、

「カリキュラム･マネジメント」の３つの側面のうちのひとつです。
　では、あと２つの側面とはどのようなことか分かりますか？

あと２つの側面ってどんなことでしょう？　

１つは、

「教育課程の実施状況を評価してその改善を
図っていくこと」

もう１つは、

「教育課程の実施に必要な人材又は物的な体制
を確保するとともにその改善を図っていくこと」です。

小P.18　中P.21

　　何ができるようになるの？　　　　第１章　第１ 小中学校教育の基本と教育課程の役割　４



小P.18　中P.21

「教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと」
とは、各種調査結果やデータ等を活用しながら、教育課程の実施状況を分析し、
課題を見出し改善することです。

　　何ができるようになるの？　　　　第１章　第１ 小中学校教育の基本と教育課程の役割　４



  校内研修・学力部会 チームＡ チームＢ チームＣ

４
月

・授業スタンダードの確認

・全国学力学習状況調査結果分析・改
善策検討

・授業スタンダードの確認

・ノートづくり、板書、家庭学習の

　内容検討

・チーム会研究テーマ設定、チー

　ム会研究授業計画

・全国学力学習状況調査結果分析・

　改善策の検討

・授業スタンダードの確認

・ノートづくり、板書、家庭学習の

　内容検討

・チーム会研究テーマ設定、チー

　ム会研究授業計画

・全国学力学習状況調査結果分析・

　改善策の検討

・授業スタンダードの確認

・ノートづくり、板書、家庭学習の

　内容検討

・チーム会研究テーマ設定、チー

　ム会研究授業計画

・全国学力学習状況調査結果分析・

　改善策の検討

５
月

・東中タイムおよび家庭学習についての
確認

・西留先生指導日
・学習状況アンケート実施
・家庭学習アンケート実施
・情報共有(学力部会→校内研)

・チーム会公開授業（1年数学）

・1年音楽指導案検討

・チーム会研究授業（1年音楽）

　事後検討会

・5月の総括

・チーム会公開授業(2年数学)
・2年数学指導案検討

・チーム会研究授業(2年数学)
　事後検討会

・5月の総括

・チーム会公開授業（1年保体）

・3年保体指導案検討

・チーム会研究授業（3年保体）

　事後検討会

・国語指導案検討、5月の総括

６
月

・全校研(３年国語)
・情報共有(学力部会→校内研)

・全校研(3年国語)事後検討会

・2年理科指導案検討会

・チーム会研究授業(2年理科)
　事後検討会

・6月の総括

・全校研(3年国語)事後検討会

・数学指導案検討会

・チーム会研究授業(2年数学)
　事後検討会

・6月の総括

・全校研(3年国語)事後検討会

・国語指導案検討会

・チーム会研究授業(2年国語)
　事後検討会

・6月の総括

７
月

・１学期総括
・情報共有(学力部会→校内研)
・標準学力調査分析結果報告

・夏季休業中の家庭学習検討

・チーム会公開授業(１年理科)
・1学期総括

・標準学力調査分析

・チーム会公開授業(1年美術)
・夏季休業中の宿題検討

・1学期総括

・標準学力調査分析結果報告

・英語指導案検討

　夏季休業中の家庭学習検討

・チーム会研究授業(英語)
　事後検討会

・1学期総括

・標準学力調査分析結果報告

●今年度の研究について共通理解を図る
●チーム会研究計画づくり
●５月の重点目標確認(全チーム共通)確認「授業スタンダードを取り入
れた授業構成」

チーム会

重点目標設定

実　践月毎の総括

校内研

毎月の総括の共有

全校研（６月）

１学期の総括

学力部会
(課題検討)

公開授業
１６回

育成をめざす
資質・能力

こちらは、Ａ中学校の例です。目指す資質･能力が育成させるための授業となっているの
か、チーム会･学力部会・校内研修を通して確認・改善を図っていく取組を行っています。
また、月ごと、学期ごと等短いスパンでPDCAサイクルを回していることも特徴です。2学期
には、各種調査の分析結果からも課題を見出しています。

１学期の取組（チーム会→学力部会→校内研のＰＤＣＡサイクル）

　　何ができるようになるの？　　　　第１章　第１ 小中学校教育の基本と教育課程の役割　４



「教育課程の実施に必要な人材又は物的な体制を
確保するとともにその改善を図っていくこと」とは、

教師の指導力、教材・教具の整備状況、地域の教育資源などについて具体的に
把握して、教育課程の編成に生かすことです。

　　何ができるようになるの？　　　　第１章　第１ 小中学校教育の基本と教育課程の役割　４



学校の教育目標
・法令に定める学校

教育の目的や目標
・学習指導要領

・児童生徒の実態
・学校や地域の実態

教育課程の編成

学校教育全体や各教科等における指導を通して
育成を目指す資質・能力を踏まえる

・各教科等の指導を通し
て育成する「資質･能力」

・教科等横断的な視点で
育成すべき資質･能力

教育課程の編成に当たっては、学校教育全体や各教科等における指導
を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ、各学校の教育目標
を明確にするとともに、教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域
とともに共有されるように努めることが大切です。

小P.19　中P.20

　　何を学ぶの？　　　第１章　第２ 教育課程の編成 １ 各学校の教育目標と教育課程の編成



教員が連携し、

保幼と小、小と中
の確かな接続が
望まれます。

小学校入学当初においては、幼児期
において自発的な活動としての遊びを
通して育まれてきたことが、各教科等
における学習に円滑に接続させるよう、
生活科を中心に、合科的･関連的な指
導や弾力的な時間割の設定など指導
の工夫や指導計画の作成を行うこと。

幼児園教育要領等に基づく幼児期の教育を通して育まれた資
質･能力を踏まえて教育活動を実施し、児童が主体的に自己を
発揮しながら学びに向かうことが可能となるようにすること。

中学校学習指導要領及び高等学校学習指導要領を踏ま
え、中学校教育及びその後の教育との円滑な接続が図ら
れるように工夫すること。

児童や学校、地域
の実情を踏まえて、
｢スタートカリキュラ
ム」を編成します。

「保幼小接続期実践プラン」H30高知県教育委員会

②  ① 

③ ④  

②  

キャリアシートを活用
し、キャリアパスポート
で小中をつなぐ取組も
行われています。

　　何を学ぶの？　　　　　　　　　　　第１章　第２　教育課程の編成　４　学校段階等間の接続

また、教育課程の編成に当たって、「学校段階等間の接続」
について配慮事項が示されています。 小P.21



どのように学ぶの？
（第１章第３　１）



育成を目指す資質・能力
学ぶことに興味や関心を持ち、自分の進路や職業など（自己の
キャリア形成）の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り
強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる学び
になっているかという視点

子供同士が目標を共有し力を合わせて活動をしたり、先生や
地域の人との対話や先人の優れた考え方を手掛かりに考え、
自分の考えを広げ深めるような学びになっているかという視点

習得・活用・探究という学びの過程の中で各教科等で、その教
科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を
相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを
形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考え
を基に創造したりするような学びになっているかという視点

主体的な
学び

対話的な
学び

深い学び

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

解説小P.76-80　中P.77-81

   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（１）

各学校で編成した「教育課程」を実施していくうえで、大切なことは、
どんなことですか？　

各校で、編成した「教育課程」に基づき教育活動を行っていきますが、「総則」

では、「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた
授業改善」を行うことが示されています。 小P.22　中P.23



   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（１）

「周りの人たちとともに考え、学び、新しい発見や
豊かな発想が生まれる授業」に。

では、具体的にどんな授業づくり、授業改善を行っていけばいいのですか？　



   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（１）

では、具体的にどんな授業づくり、授業改善を行っていけばいいのですか？　

例えば、「見通しをもって、粘り強く取り組む力を
身に付ける授業づくり」です。

「見通しをもって、粘り強く取り組む力を身に付
ける授業」に。



   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（１）

では、具体的にどんな授業づくり、授業改善を行っていけばいいのですか？

「自分の学びを振り返り、次の学びや生活に
生かす力を育む授業づくり」に。



   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（１）

では、具体的にどんな授業づくり、授業改善を行っていけばいいのですか？　

「一つ一つの知識がつながり｢わ
かった！」「おもしろい！」と
思える授業づくり」に。



「主体的・対話的で深い学び」は、必ずしも１単位時間の授業
の中で、全てが実現できるわけではありません。

つまり、「単元や題材など内容や時間のまとま
りの構成」を考えて、「授業をデザイン」することが大
切ということですね。

単元や題材などの内容や時間のまとまりを見通して、

◯主体的に学習に取り組めるよう学習の見通しを立てたり学習したことを振り返った
りした自分の学びや変容を自覚できる場面をどこに設定するか。

◯対話によって自分の考えなどを広げたり深めたりする場面をどこに設定するか。

◯学びの深まりをつくりだすために、児童が考える場面と教師が教える場面をどの
ように組み立てるか。

などの観点で、授業改善を進めることが重要です。 解説小P.77　中P.78

   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（１）



   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（１）

数学的な
見方・考え方

事象を、数量や図形及びそれらの関係などに着目して
捉え、論理的、統合的・発展的に考えること

理科の
見方・考え方

自然の事物・現象を、質的・量的な関係や時間的・空間
的な関係などの科学的な視点で捉え、比較したり、関係
付けたりするなどの科学的に探究する方法を用いて考
えること

各教科等の特
質に応じた「見
方・考え方」は
学習指導要領
解説に整理さ
れています。

各教科等の特質に応じた見方・考え方のイメージ（中学校、抜粋）

各教科等の「見方・考え方」とは、その教科の特質に応
じた物事を捉える視点や考え方です。 小P.22　中P.23

深い学び

各教科等の特質に応じた

「見方・考え方」
を働かせる。

学びの深まりの

鍵

各教科等の学習過程（習得・活用・探究）

習得した知識を活用したり、身につけた思
考力を発揮したりしながら、知識を相互に
関連づけてより深く理解したり、課題を見
いだして解決策を考えたりする。

解説小P.78　中P.79

深い学びの視点で各教科等の「見方・考え方」とありますが、
どのようなことですか。



一つ一つの知識がつ
ながり、「わかった！」
「おもしろい！」と思え
る授業に

周りの人たちと共に考え、
新しい発見や豊かな発
想が生まれる授業に

見通しをもって、粘り強
く取り組む力が身に付
く授業に

自分の学びを振り返り、
次の学びや生活に生
かす力を育む授業に

授業では、子供達が「見方・考え方」を働かせることにより学
びが深まる学習を仕組んでいくことが必要ですね。

そうですね。高知県では、このような 「主体的・対話的で深い学び」の視点

での授業づくり、子供達の「見方・考え方」を鍛える授業づくりを、教員が共

に学ぶ“学び場”として「授業づくり講座」を実施しています。

   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（１）



言語能力

・必要な言語環境を整える。

・国語科を要としつつ各教科等の特質に応じて、児童生徒
の言語活動を充実する。

・読書活動を充実させる。

情報活用能力

・コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活
用するために必要な環境を整え、これらを活用した学習
活動の充実を図る。

・各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの
教材・教具の適切な活用を図る。

◇児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要と
なる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動

◇児童がプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を
行わせるために必要な論理的思考力を身につけるための学習活動

プログラミング
教育

また、「言語能力」及び「情報活用能力」の育成を図るために、
次のことが示されています。

小P.22　中P.24

あわせて、各教科等の特質に応じて、次の学習を計画的に行うことが示されて
います。 小P.22

   どのように学ぶの？　第１章 第３ 教育課程の実施と学習評価 １ 主体的･対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（２）（３）



何が身についたの？　
（第１章第３　２）



　　何が身についたの？　　　第１章　第３　教育課程の実施と学習評価　２　学習評価の充実

「学習評価」の実施に当たって配慮することはありますか。

学習評価は，学校における教育活動に関し，児童生徒の学習状況を評
価するものです。「児童生徒にどういったカが身に付いたか」という学習

の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図るとともに，

児童生徒自身が自らの学習を振り返って次の
学習に向かうことができるようにするためにも，学習評価
の在り方は重要であり， 教育課程や学習・指導方法の改善と一貫性の
ある取組を進めることが求められます。 ｢学習評価の在り方ハンドブック｣国立教育政策研究所



子供の一人一人の発達をどのように支援するの？
（第１章第４）



①学級経営・児童生
徒の発達の支援

○集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと個々の児童
生徒の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える課題に個別に対応
した指導を行うカウンセリングの双方により生徒の発達を支援する。

②生徒指導の充実
○児童生徒が、自己の存在感を実感しながら、よりよい人間関係を
形成し、現在及び将来における自己実現を図れるよう、生徒指導を
充実する。

③キャリア教育の充
実

○児童生徒が、社会的･職業的自立に向けて重要な基盤となる資
質･能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ、
各教科の特質に応じて、キャリア教育の充実を図る。

④個に応じた指導
の充実

○児童生徒が、基礎的･基本的な知識の習得も含め、学習内容を
確実に身に付けることができるよう、指導方法や指導体制の工夫
改善により、個に応じた指導の充実を図る。

高知県教育委員会では、キャリア教育の推進に役立つ冊子

「みらいスイッチ」を配付しています。

子供の発達をどのように支援するの？  第１章 第４ 児童の発達の支援 １ 児童の発達を支える指導の充実　（１）（２）（３）（４）

新学習指導要領では、「児童生徒の発達の支援」について
具体的に示されています。 小P.23-24　中P.25



①児童生徒の障害
の状態等に応じた
指導の工夫

○障害のある児童生徒などについては、特別支援学校等の
助言又は援助を活用しつつ、個々の生徒の障害の状態等に
応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に
行うものとする。

②特別支援学級に
おける特別の教育
課程

○障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図る
ため、自立活動を取り入れること。

○児童生徒の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、実
態に応じた教育課程を編成すること。

はい、新学習指導要領では、「障害のある児童生徒などへ
の指導」について具体的に示されました。 小P.24-25　中P.25-26

　子供の発達をどのように支援するの？  第１章 第４ 児童の発達の支援 ２ 特別な配慮を必要とする児童への指導（１）

｢特別な配慮を必要とする児童生徒」への指導
についても示されていますね。



③通級学級による
指導における特別
の教育課程

○通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合
には、自立活動の内容を参考とし、具体的な目標や内容を
定め、指導を行うものとする。

○効果的な指導が行われるよう、各教科等と通級による指
導との関連を図るなど、教師間の連携に努めるものとする。

④個別の教育支援
計画や個別の指導
計画の作成と活用

○障害のある児童生徒などについては、個別の教育支援計
画や個別の指導計画を作成し活用することに努めること。

○特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を
受ける児童生徒については、個別の教育支援計画や個別
の指導計画を作成し効果的に活用するものとする。

「障害のある児童生徒など」には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不
自由、病弱･身体虚弱、言語障害、情緒障害、自閉症、ＬＤ（学習障害）、ＡＤ
ＨＤ（注意欠陥多動性障害）などのほか、学習面又は行動面において困難
のある児童生徒で発達障害のある者も含まれます。

個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用して、障害のある児童
生徒一人一人の教育的ニーズに応じた、指導内容や指導方法を考え、
支援を行っていくことが大切ですね。

　子供の発達をどのように支援するの？  第１章 第４ 児童の発達の支援 ２ 特別な配慮を必要とする児童への指導（１）



個々の児童生徒の実態に応じた支援
不登校児童生徒の実態に配慮した教育
課程の編成

保護者や関係機関と連携を図り、心理や福
祉の専門家の助言又は援助を得ながら、社
会的自立を目指す観点から、個々の児童生
徒に応じた情報の提供その他の必要な支
援を行うものとする。

相当の期間欠席し引き続き欠席すると認
められる児童生徒を対象として、文部科学
大臣が認める特別の教育課程を編成する
場合には、児童生徒の実態に配慮した教
育課程を編成するとともに、個別学習やグ
ループ別学習など指導方法や指導体制の
工夫改善に努めるものとする。

不登校の児童生徒への配慮

また、「海外から帰国した児童生徒や外国人の児
童生徒の指導」について、学校生活への適応を図ることや日本語

の習得に困難のある児童生徒への通級による指導を行う際の配慮事項も
示されています。 小P.25　中P.26

他にも、「不登校の児童生徒の支援」についても具体的に
示されています。 小P.25　中P.26-27

　子供の発達をどのように支援するの？  第１章 第４ 児童の発達の支援 ２ 特別な配慮を必要とする児童への指導（１）



実施をするために何が必要？
（第１章第５）



「カリキュラム･マネジメント」を、校長の方針の下、全教職員
の適切な役割分担と連携に基づき行うことが大切です。

各校で編成した教育課程を実施するためには、どんなことに留意す
る必要があるのでしょう？

また、教育課程の編成、実施、改善は教育活動や学校運営の中核と
なることを踏まえ、教育課程を中心として教育課程の向上を図る

「カリキュラム･マネジメント」を、学校評価と関連付
けて実施することが大切です。

他にも、教育課程の編成及び実施にあたっては、法令等の定めによ

り学校が策定すべき各分野における学校の全体計画等
と関連付けながら、当該全体計画等に示す教育活動が効果的に
実施されるようにすることも大切です。 小P.25　中P.27

学校保健計画、学校安全計画、食に関する指導の全体計画、いじ
めの防止等のための対策に関する基本方針などのことですね。

　　実施をするために何が必要？　　　　　　　　　　　第１章　第５　学校運営上の留意事項　１　



１.道徳教育の全体計画を作成し、校長の方針の下に、道徳教育推進教師

を中心に全教師が協力して道徳教育を展開すること

道徳教育の全体計画の作成に当たって、
①学校の道徳教育の重点目標
②道徳科の指導方針

③道徳科の内容との関連を踏まえた各教科等における指導の内容及び時期並びに
家庭や地域社会との連携の方法

を示すこと

③は道徳教育全体計画
の別葉に当たるもので
すね。

「道徳教育推進上の配慮事項」
もいくつか示されています。 小P.26-27　中P.28

　　実施をするために何が必要？　　　　　　　　　第１章　第６　道徳教育に関する配慮事項



２.児童生徒の発達段階や特性等を踏まえ、

指導内容の重点化を図ること

３．集団宿泊活動やボランティア活動など豊かな体験を充実させること
道徳教育の指導内容が日常生活に生かされるようにすること

その際いじめの防止や安全の確保にも資するよう留意すること

４.家庭や地域社会との
共通理解を深め、

相互の連携を図ること

各校･各学年の
重点目標を設定
します。

いじめの防止に向けては、道徳科を要として、教育活動全体を通して、
生命を大切にする心や互いを認め合い、協力し、助け合うことのできる
信頼感や友情を育むことをはじめとし、節度ある言動、思いやりの心、
寛容な心などをしっかり育てることが大切です。

家庭･地域と連携
して道徳教育を
行うために｢高知
の道徳」が活用さ
れています。

　　実施をするために何が必要？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１章　第６



社会に開かれた教育課程の実現
前文



これまで、｢学習指導要領総則」を通して確認してきた、教育課程を通
して、これからの時代に求められる教育を実現していくためには

「社会に開かれた教育課程」の実現が重要となります。

「社会に開かれた教育課程｣の実現のために必要なことはどんなことで
すか？

ポイント①
よりよい学校教育を通じてよりよい社会をつくるという目標を学校と社会
が共有します。

ポイント②
これからの社会を創り出していく子供たちに必要な資質･能力が何か明ら
かにし、それを学校教育で育成します。

ポイント③ 地域と連携･協働しながら目指すべき学校教育を実現します。

「社会に開かれた教育課程」の実現のためには

３つのポイントがあります。 小P.15　中P.17

　　社会に開かれた教育課程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前文



協議



話し合ってみよう

カリキュラム・マネジメントの3つの側面
◇「教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等

を教科等横断的な視点で組み立てていくこと」

◇「教育課程の実施状況を評価してその改善を図って
いくこと」

◇「教育課程の実施に必要な人材又は物的な体制を
確保するとともにその改善を図っていくこと」カリキュラム・マネジメントの実施

自校の現状と課題 課題改善のためにできること

研究授業で協議し
たことが改善につ
ながっていないな

単元配列表はある
けれど、生かされ
ていないな

総合的の時間に、
地域の方に指導し
てもらっているけど、
効果的な指導に
なっていないな

育成を目指す資
質･能力が明確で
ないな

育成目指す資質･能力を
再確認しよう

単元配列表を見直そう
（目指す資質･能力の視点）

研究授業･事後協議の仕
方を見直そう（PDCA)

など



話し合ってみよう

「主体的･対話的･深い学びの視点」からの授業改善

自校の現状と課題 課題改善のためにできること

「主体的･対話的･
深い学び」の授業
イメージがもててい
ないな

「単元や題材など
内容や時間のま

とまりの構成」を考
えて授業づくりがで
きていないな

授業の中で「主体
的･対話的･深い学
び」に向かう工夫
が行えていないな

「見方・考え方」の
理解が十分できて
いないな

研究授業の事前研・事後
研の方法を変えてみよう

校内研で「主体的･対話
的･深い学び」に向かう指
導法について考えてみよう

教科会で「単元づくり」から
話し合ってみよう

など



話し合ってみよう 社会に開かれた教育課程の実現のための3つのポイント
◇よりよい学校教育を通じてよりよい社会をつくるという目標を学

校と社会が共有します。

◇これからの社会を創り出していく子供たちに必要な資質･能力が
何か明らかにし、それを学校教育で育成します。

◇地域と連携･協働しながら目指すべき学校教育を実現します。社会に開かれた教育課程の実現

自校の現状と課題 課題改善のためにできること

学校運営協議会で、
学校の目標や育成
を目指す資質・能
力が共有されてい
るかな？

単元配列表はある
けれど、生かされ
ていない

総合的の時間に、
地域の方に指導し
てもらっているけれ
ど・・・

育成を目指す資
質･能力が明らか
になっていないな

育成を目指す資質･能力を
再確認しよう

単元配列表をもとに地域と
の連携の仕方を再確認し
よう

学校運営協議会の内容を
見直そう

など



学校で学んだことが、子供たちの｢生きる力」となっ
て、明日に、そしてその先の人生につながってほし
い。

これからの社会が、どんなに変化して予測困難な時代
になっても、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、判
断して行動し、それぞれに思い描く幸せを実現してほし
い。

そして、明るい未来を、共に創っていきたい。

学習指導要領に込められた思い



【参考資料】
・「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〉」H28.12.21　中央教育審議会
・『小学校学習指導要領　（平成29年告示）』　文部科学省
・『中学校学習指導要領　（平成29年告示）』　文部科学省
・『小学校学習指導要領解説（平成29年告示）　総則編』　文部科学省
・『中学校学習指導要領解説（平成29年告示）　総則編』　文部科学省
・「平成29年･30年改訂学習指導要領のくわしい内容」　文部科学省HP
　→「カリキュラム･マネジメント」　文部科学省HP
　→「社会に開かれた教育課程」　文部科学省HP　
　→「主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善」　文部科学省HP
・リーフレット｢生きる力　学びの、その先へ」　文部科学省HP　
・「2020年度子供の学びが進化します！新しい学習指導要領スタート！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政府広報オンラインHP



メモ


