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はじめに 

 昨年度「子どもが継続的に問題意識を持ち続けるための単元展開」や「子どもが意欲的に取り組むた

めの新たな教材の開発」といった教師のアプローチによって、学びを創り続ける子どもが育つと考え、

研究を進めてきた。子どもが個々の知りたいことを全体の問題と捉えて、解決するために意欲的に取り

組む姿が見られるようになった一方、学習を進めていく中で社会科としてのつけたい力が、柔軟性のあ

る学習計画の中でどう身についているか教師側から把握しにくいという課題もあがった。そこで本年度

は、「子どもの思いやねがいに沿った学習計画（カリキュラム）」が本校社会科のめざすべき子ども像を

育てる上で、どのように作用しているか見直し、より子どもが学びを創り続ける姿が育つカリキュラム

になるように研究を進めることとした。なお、本校社会科のめざすべき子ども像におけるコンピテンシ

ーを作成・整理し、カリキュラムづくりに活かしていけるようにすることとした。 

１ 学びを創り続ける子どもについて   

（１）本校社会科における学びを創り続ける子ども 

本校社会科において、めざすべき子ども像を「実社会とつながり、問題意識を持ち続ける子ども」と

して研究を進めてきた。問題意識とは「対象の重要性に気づき、進んで関わろうとする姿勢」であり、

問題意識を持ち続ける子どもの姿は、「出合う対象について『○○について知りたい』や『なぜ△△なの

だろう』という自らの思いやねがいを持って授業に取り組んでいる姿」である。また、子どもが興味や

関心をもちやすい対象は単なる知識的なものだけではなく、自分の普段の生活との関わりといった身近

な対象と結びつけることで子どもの興味や関心が更に引き出される。「実社会とのつながり」を意識しな

がら取り組める姿勢が育つことが大事である。さらに、思いやねがいを新たな疑問へ繋げることや友だ

ちの思いやねがいを意識して授業に取り組むことで、問題意識を持ち続けながら授業や単元において意

欲的に活動できると考えた。 
（２）本校社会科におけるコンピテンシーを取り入れためざすべき子ども 
 めざす子ども像を育てるためのカリキュラムが、どのように効果的に作用しているかを評価・分析し

ていくためには、客観的に資質・能力面が単元ごとに子どもに身についているか見取る必要がある。そ

こで、本校社会科のめざすべき子ども像を OECDの提唱したキー・コンピテンシーの定義に当てはめた。

キー・コンピテンシーとは「ある具体的な状況の下で、文脈に応じて活用して、思慮深く思考しながら

行為し、複雑なニーズや課題に応える資質・能力」である。そして、「社会から一定の距離をとり、異な

った視点を踏まえながら多面的な判断を行うとともに、自分の行為に責任を持つ思慮深い思考と行為（反

省的思考・熟慮『reflection』）を中核としている。この根本的な資質・能力は学びを創り続ける上で、よ

り学びを深めることとなり、社会科を学んでいく中で必要な力になってくると考えた。反省的思考・熟

慮を中核として「自律的に活動する」「異質な集団で交流する」「相互作用的に道具を用いる」という３

つの資質・能力がキー・コンピテンシーでは提唱されているが、この３つのコンピテンシーを「自律」「協

働」「相互作用的に道具を用いる」と置き換えて、それぞれの具体的な子ども像を以下のように設定した。 
 
  
○自らの思いやねがいを持ち、大きな展望の中で意欲的に活動する子ども（自律） 
○友だちの思いやねがいに対して積極的に解決し、新たな価値を見つけ出そうとする子ども（協働） 
○自分の考えを様々な方法を用いて表現することができる子ども（相互作用的に道具を用いる） 

◇社会科 

本校社会科におけるコンピテンシーベースのカリキュラムづくり 
                         滝沢知之・安野雄一 

 
 

◇社会科

本校社会科におけるコンピテンシーベースのカリキュラムづくり
滝沢　知之 ・ 安野　雄一 

— 38 —



 1 

 
 
 
はじめに 

 昨年度「子どもが継続的に問題意識を持ち続けるための単元展開」や「子どもが意欲的に取り組むた

めの新たな教材の開発」といった教師のアプローチによって、学びを創り続ける子どもが育つと考え、

研究を進めてきた。子どもが個々の知りたいことを全体の問題と捉えて、解決するために意欲的に取り

組む姿が見られるようになった一方、学習を進めていく中で社会科としてのつけたい力が、柔軟性のあ

る学習計画の中でどう身についているか教師側から把握しにくいという課題もあがった。そこで本年度

は、「子どもの思いやねがいに沿った学習計画（カリキュラム）」が本校社会科のめざすべき子ども像を

育てる上で、どのように作用しているか見直し、より子どもが学びを創り続ける姿が育つカリキュラム

になるように研究を進めることとした。なお、本校社会科のめざすべき子ども像におけるコンピテンシ

ーを作成・整理し、カリキュラムづくりに活かしていけるようにすることとした。 

１ 学びを創り続ける子どもについて   

（１）本校社会科における学びを創り続ける子ども 

本校社会科において、めざすべき子ども像を「実社会とつながり、問題意識を持ち続ける子ども」と

して研究を進めてきた。問題意識とは「対象の重要性に気づき、進んで関わろうとする姿勢」であり、

問題意識を持ち続ける子どもの姿は、「出合う対象について『○○について知りたい』や『なぜ△△なの

だろう』という自らの思いやねがいを持って授業に取り組んでいる姿」である。また、子どもが興味や

関心をもちやすい対象は単なる知識的なものだけではなく、自分の普段の生活との関わりといった身近

な対象と結びつけることで子どもの興味や関心が更に引き出される。「実社会とのつながり」を意識しな

がら取り組める姿勢が育つことが大事である。さらに、思いやねがいを新たな疑問へ繋げることや友だ

ちの思いやねがいを意識して授業に取り組むことで、問題意識を持ち続けながら授業や単元において意

欲的に活動できると考えた。 
（２）本校社会科におけるコンピテンシーを取り入れためざすべき子ども 
 めざす子ども像を育てるためのカリキュラムが、どのように効果的に作用しているかを評価・分析し

ていくためには、客観的に資質・能力面が単元ごとに子どもに身についているか見取る必要がある。そ

こで、本校社会科のめざすべき子ども像を OECDの提唱したキー・コンピテンシーの定義に当てはめた。

キー・コンピテンシーとは「ある具体的な状況の下で、文脈に応じて活用して、思慮深く思考しながら

行為し、複雑なニーズや課題に応える資質・能力」である。そして、「社会から一定の距離をとり、異な

った視点を踏まえながら多面的な判断を行うとともに、自分の行為に責任を持つ思慮深い思考と行為（反

省的思考・熟慮『reflection』）を中核としている。この根本的な資質・能力は学びを創り続ける上で、よ

り学びを深めることとなり、社会科を学んでいく中で必要な力になってくると考えた。反省的思考・熟

慮を中核として「自律的に活動する」「異質な集団で交流する」「相互作用的に道具を用いる」という３

つの資質・能力がキー・コンピテンシーでは提唱されているが、この３つのコンピテンシーを「自律」「協

働」「相互作用的に道具を用いる」と置き換えて、それぞれの具体的な子ども像を以下のように設定した。 
 
  
○自らの思いやねがいを持ち、大きな展望の中で意欲的に活動する子ども（自律） 
○友だちの思いやねがいに対して積極的に解決し、新たな価値を見つけ出そうとする子ども（協働） 
○自分の考えを様々な方法を用いて表現することができる子ども（相互作用的に道具を用いる） 

◇社会科 

本校社会科におけるコンピテンシーベースのカリキュラムづくり 
                         滝沢知之・安野雄一 

 
 

 2 

 

○自らの思いやねがいを持ち、大きな展望の中で意欲的に活動する子ども（自律） 
 学ぶ対象と出合った際、「なぜ〜なんだろう」「知りたい」という思いやねがいが学習の出発点といえ

る。社会科ではそういった子どもの知りたいという思いやねがいを核として学習計画を立てている。学

ぶ対象に対して興味を働かせて、思いやねがいを持ちながら学習を進め、新たに出てくる疑問について

も「知っていきたい」といった追究する姿勢が学びを創り続ける姿となって表れると考える。 
○友だちの思いやねがいに対して積極的に解決し、新たな価値を見つけ出そうとする子ども（協働） 
 全員の思いやねがいを学習計画に取り入れることで、個々の思いやねがいは、全体の問題意識となっ

て働くことになる。例えば、学ぶ対象に出合った時、自分とはちがう思いやねがいを持った子どももい

ることが考えられる。自分が気づかなかった視点で学習を進めることで、新たな価値に気づくことがで

き、協働して学習することの良さに気づき、自分だけでなく友だちの思いやねがいも積極的に解決しよ

うと働きかける姿勢につながると考える。 
○自分の考えを様々な方法を用いて表現することができる子ども（相互作用的に道具を用いる） 
 学習を進めていく中で、個々の考えや調べて分かったことなどを共有することで、全体として学びが

深まっていくといえる。発表などの学びを共有する場面で、ただ調べたことを羅列していても、自分の

伝えたいことが正確に全体に伝わるわけではない。話し方や話す内容以外にも、ICT 機器やホワイトボ

ードなど様々な種類の中から最適なものを選んで活用する必要がある。自分の指摘した部分について「な

るほど」と友だちが反応してくれた時は、自分の考えを表現する楽しさややりがいを感じることができ

る。また、自分の気づきが全体で話し合いのテーマになるような時は、全体に価値のある問題提起がで

きた時の喜びを感じることができると考える。以上のように相互作用的に道具を用いて自分の考えを表

現することで、意欲的に学習に取り組む姿へとつながるといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 本校社会科のめざすべき子ども像が育つための３つのコンピテンシーは、それぞれに関連づく力であ

る。例えば、友だちに考えを分かりやすく伝えるためには「相互作用的に道具を用いる」ことが必要に
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図３−１ 本校社会科におけるコンピテンシー 
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なり、自らの思いやねがいを解決していくために、「協働」して解決をはかるといった具合である。それ

ぞれのコンピテンシーが身についていくことで、学ぶ対象における反省的思考・熟慮と関連づいた本校

社会科のめざす「実社会とつながり、問題意識を持ち続ける子ども」が育っていくと考える。 
 以下は、本校社会科におけるコンピテンシーから考える具体的な子どもの姿を表にしたものである。 

 

自律 協働 相互作用的に道具を用いる 
○今までの学習計画の流れを理
解しながら、次の学習へとつなが
る視点を自分で見つけることが
できる。（思考・判断・表現） 
○問題に対して、自分でどのよう
に調べて解決を図っていけばよ
いか見通しを立てることができ
る。（思考・判断・表現） 
○学習を通して、学んだことや経
験したことを自らの生活に活か
していくことができる。 
（知識・理解と意欲・関心・態度） 

○友だちと協力することの喜び
を感じて積極的に問題を解決す
ることができる。 
（意欲・関心・態度） 
○友だちと協力し、様々な考えを
知った上で、新たな視点や価値観
を見つけることができる。 
（思考・判断・表現） 
○問題を解決する際に、全体が納
得のいく合理的な結論について
お互いの考えを認め合いながら
全体で考えることができる。 
（技能） 

○自分の考えを、学んだことや生
活体験と関連づけながら表現す
ることができる。 
（思考・判断・表現） 
○自分の知識や教科書、インター
ネットなどの情報を授業の中で
効果的に活用することができる。 
（知識・理解と技能）  
○「ICT 機器」などを活用しなが
ら、自分の考えを分かりやすく表
現することができる。 
（思考・判断・表現） 

 表内においては、社会科における特性（公民的資質・視点）が見えにくいものとなっているが、各単元の中

で上の表を具体的に扱うことにより、社会科の特性が表出していくと考えている。 

２ 社会科における学びを創り続けるカリキュラム 

（１）社会科にける学びを創り続けるカリキュラムとは 

 社会科における学びを創り続けるカリキュラムとは、子どもが学ぶ対象に問題意識を継続的に持ち続

けながら学習に取り組めるようなカリキュラム（学習展開）であると考える。社会科では、過去２年間、

子どもの思いやねがいに沿った学習計画を立てて学びを進めてきた。学ぶ対象と出合った時に、これか

ら学習を進めていく上で「どのようなことを知りたいか」「学習が終わった時にどういった姿になってい

たいか」ということを子ども自身が考え、教師と子どもが一緒になって学習計画を立てながら学習を進

めていく展開である。子ども自らの思いやねがいに沿って学習を進めて、子どもの本当に知りたいこと

を明らかにすることで、学習に対する意欲が高まり、「もっと知りたい」といった問題意識が持続してい

く。昨年度の研究では、教師のアプローチと称して、学習内容と密接に関わりがある思いやねがいが沸

き起こるような「資料・教材の開発」を行ってきた。さらに、子どもそれぞれの考えを把握して学習計

画を立てる際の話し合いが活性化されるような「子どもの思いやねがいの視覚化」といった手立ても実

践してきたが、引き続き教師のアプローチを取り入れることで、子どもの思いやねがいに沿った学習計

画を立てていく。 

（２）社会科における「学びの必然性」とは 

 社会科における学びの必然性とは、子どもが学ぶ対象と関わる中で、自分自身と実社会とのつながり

に気づき、学ぶ対象について思いやねがいを持ち解決することに価値を感じて活動していることである。

毎時間、教師側が新しい問題を提示するのではなく、子ども自らが「○○について知りたい」という思

いを持って、単元や授業に取り組むことで、「なぜ○○を学んでいるのか」という学ぶ価値を感じながら

学習を進めることができ、学びの必然性が生まれる。例えば、４年生の学習である「住みよいくらしと

ごみ」の単元を挙げる。学校のごみの量や種類を調べた授業では、「ぼくの家ではどうなのかな。調べて

みたいな。」と自分の生活と関わりを持って思いやねがいを持つようになると考えられる。そこから、子

表３−１ 本校社会科におけるコンピテンシーの具体的例 
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なり、自らの思いやねがいを解決していくために、「協働」して解決をはかるといった具合である。それ
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 表内においては、社会科における特性（公民的資質・視点）が見えにくいものとなっているが、各単元の中

で上の表を具体的に扱うことにより、社会科の特性が表出していくと考えている。 

２ 社会科における学びを創り続けるカリキュラム 

（１）社会科にける学びを創り続けるカリキュラムとは 

 社会科における学びを創り続けるカリキュラムとは、子どもが学ぶ対象に問題意識を継続的に持ち続

けながら学習に取り組めるようなカリキュラム（学習展開）であると考える。社会科では、過去２年間、

子どもの思いやねがいに沿った学習計画を立てて学びを進めてきた。学ぶ対象と出合った時に、これか

ら学習を進めていく上で「どのようなことを知りたいか」「学習が終わった時にどういった姿になってい

たいか」ということを子ども自身が考え、教師と子どもが一緒になって学習計画を立てながら学習を進

めていく展開である。子ども自らの思いやねがいに沿って学習を進めて、子どもの本当に知りたいこと

を明らかにすることで、学習に対する意欲が高まり、「もっと知りたい」といった問題意識が持続してい

く。昨年度の研究では、教師のアプローチと称して、学習内容と密接に関わりがある思いやねがいが沸

き起こるような「資料・教材の開発」を行ってきた。さらに、子どもそれぞれの考えを把握して学習計

画を立てる際の話し合いが活性化されるような「子どもの思いやねがいの視覚化」といった手立ても実

践してきたが、引き続き教師のアプローチを取り入れることで、子どもの思いやねがいに沿った学習計

画を立てていく。 

（２）社会科における「学びの必然性」とは 

 社会科における学びの必然性とは、子どもが学ぶ対象と関わる中で、自分自身と実社会とのつながり

に気づき、学ぶ対象について思いやねがいを持ち解決することに価値を感じて活動していることである。

毎時間、教師側が新しい問題を提示するのではなく、子ども自らが「○○について知りたい」という思

いを持って、単元や授業に取り組むことで、「なぜ○○を学んでいるのか」という学ぶ価値を感じながら

学習を進めることができ、学びの必然性が生まれる。例えば、４年生の学習である「住みよいくらしと

ごみ」の単元を挙げる。学校のごみの量や種類を調べた授業では、「ぼくの家ではどうなのかな。調べて

みたいな。」と自分の生活と関わりを持って思いやねがいを持つようになると考えられる。そこから、子

表３−１ 本校社会科におけるコンピテンシーの具体的例 
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どもの思いやねがいを活かして「学校のごみの種類と比べて家のごみはどうなのか調べよう。」という授

業のめあてを、次時に設定する。子どもが学校のごみを調べることを通して、「家ではどうだろう」とい

う身近な生活の中での疑問を持ち、疑問を解決することに価値を感じながら学習に取り組むことができ

るといえる。また、６年生の歴史学習では、平野区で古くから伝わる平野飴を紹介して、「豊臣秀吉も好

んで食べたもの」として、秀吉について学んだり、江戸時代の文化について学習したりする。このよう

に子どもが実際に過ごしている地域と関連をさせることで、歴史について身近に感じながら学習を進め

ることができるといえる。 
（３）作成したカリキュラムの評価・分析 

 授業ごとや単元ごとなど、細かい部分から大枠の部分まで見直し、修正していくことで、学びを作り

続けるカリキュラムが出来上がっていくといえる。以下に社会科における学びを創り続けるカリキュラ

ムとして成立しているか見直す手立てを挙げる。 

①個々や全体の思考の流れと学習計画を照らし合わせた見直し 

 毎時間のふりかえりや、単元のふりかえりを座席表にして蓄積し、子どもたちが意欲的に学習をすす

めていたか見直すようにする。個々の思いやねがいが、全体での問題意識となっているか、もしくは、

自分の思いやねがいが達成されたあとでも、意欲的に学習を進められているか（自分以外の思いやねが

いに対しても積極的に解決をしようとしている・更なる思いやねがいを持つことができている）、教師側

は見取り、カリキュラムづくりに活かしていく。 

②本校社会科におけるコンピテンシーと子どもの実態を照らし合わせた見直し 

 コンピテンシーは１時間や１単元でつけるものではなく、年間を通してつけていくべき力である。教

師は、単元ごとに子どもたちの実態をふりかえり、不足な部分があれば、子どもの思いやねがいに沿っ

た学習計画の中に組み込んでいくことが必要となってくる。本校社会科におけるコンピテンシーの表を

表３−１に挙げているが、以下の表を本校社会科におけるコンピテンシーと現行の指導要領の評価とを照

らし合わせて作成した。表３−１を、具体的な単元内にあてはめると次（表３−２）のようになる。 

表３−２ 第４年学年「安全なくらしを守る」単元における具体的例 

自律 協働 相互作用的に道具を用いる 
○「水」「ごみ」の単元で学習し
た経験を活かして（身近なものか
ら解決していく展開）、警察につ
いての学習計画を立てることが
できる。 
（思考・判断・表現） 
○消防士の仕事にはどのような
ものがあるか、教科書や図鑑、イ
ンターネットなどの中から、何を
使用して調べて解決していけば
よいか見通しを立てることがで
きる。 
（思考・判断・表現） 
○消防について学習して、災害に
ついて自分自身にできることは
何か考えて発表することができ
る。 
（知識・理解、意欲・関心・態度） 

○警察について学習をしていく
中で友だちと協力することの喜
びを感じて積極的に問題を解決
することができる。 
（意欲・関心・態度） 
○消防が公共性を持つことにつ
いて、平等が保たれていること
や、全てをまかなおうとした時に
問題が出ることなど、友だちどう
しの話し合いの中から新たな価
値観を見いだすことができる。 
（思考・判断・表現） 
○１１９番通報件数が多すぎる
ことについて、問題点を出し合
い、解決策について全体が納得の
いく合理的な結論を考えること
ができる。 
（技能） 

○防火教室などに参加したこと
がある経験を活かして、地域の安
全を守るためには、消防士だけで
なく消防士以外の人々も協力す
ることが大切であることが表現
できる。 
（思考・判断・表現） 
○火事の原因について大阪市消
防局の HP から調べて、原因や対
策について調べて紹介しあうこ
とができる。 
（知識・理解、技能）  
○ロイロノートや Keynote を使
用して、消防署の見学でわかった
ことや更に出てきた疑問を表現
することができる。 
（思考・判断・表現） 

３ 学びを創り続けるカリキュラムづくり 

 子どもの思いやねがいに沿った学習計画を進め、さらに子ども自身が学びの必然性を生み出しながら
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学習を進めていくためには、教師側からのアプローチが必要になってくる。学びを創り続ける子どもが

育成されるカリキュラム編成を、どのように構築していけばよいかという視点を以下に挙げていく。 

（１）「学びの必然性」を生み出すしかけとしてのカリキュラムづくり 

 前述の社会科における学びの必然性を生み出すためのしかけを以下に述べる。 

①子どもの実生活とつながるカリキュラムづくり 

 授業を扱う上で、子どもたちが普段の生活と関連させながら学習を進めることができれば、より学び

の必然性を生み、学びを創り続けるカリキュラムになると考える。例えば、第５学年の米作りを扱う学

習において、米作りの問題点を学習している時に、「TPP」についてニュースや新聞などで知った子ども

は、「米作りをしている人が困りそうな話みたいだよ。」と興味を持っているようであった。そこで、「TPP」

について扱う授業を行い、子どもの思いやねがいから知りたいことを掘り下げていく時間をとった。更

に子どもは「TPP で得をしそうな人もいるらしいよ。」と米作りだけでなく、他の産業についても興味を

持つようになり、工業などの学習へと関連させて学習を進めていた。このように学習とニュースや新聞

などを含めた子どもの興味や関心を授業の中に積極的に組み込んでいくことで、学習している内容に対

して必然性が生み出され、学びを創り続けるカリキュラムとして成立すると考える。また、遠足や社会

見学なども社会科のカリキュラムの中に取り込むことで、実体験を通した学びを組み込んだカリキュラ

ムとなる。教科書や資料集、インターネットだけにとどまらず、「もっと知りたいこと」や「新たに知り

たいこと」といった追究する姿勢が育つといえる。 

②子どもの思いやねがいに連鎖した配列 

 社会科における思いやねがいの連鎖に即した配列をする上で、「単元と単元とのつながり」の視点から

みた教師のしかけと「１単元内での学習計画」の視点からみた教師のしかけの２つの視点がある。 

ⅰ単元間のつながり 

 単元が変わる時、子どもの思考の流れが一旦途切れてしまっては年間を通して、学びを創り続ける子

どもを育てるカリキュラムにはならない。扱う内容が変わったとしても、子どもの思考の流れがつなが

るように、カリキュラムを編成していくことが大切である。例えば、第４学年で最初に水の学習の単元

では、後半の学習で下水処理について学ぶ。そして、「人が生活する上で出てしまうもの」という視点で、

ごみの単元へと関連性を持たせることで、子どもの思考の流れがスムーズに次の単元へとつながってい

くと考えた。実際に、「命をささえる水」の学習では、身近な水道から学習を進めていき、「学校の水道

を数えてみよう」→「こんなに多くの水はどこからくるのか（琵琶湖の学習）」という展開となった。こ

の身近なところから調べていこうとする学習の流れは、ごみの学習や消防の学習でも同様に子どもたち

が自ら考えて学習を進めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前のカリキュラム 

すみよいくらしとごみ 

・・・ 

変更後 

・・・ 

上水道の学習→下水道の学習→

人の出す排水→ごみの学習へ 

社会見学「下水道科学館」 

図３−２ 第４学年における単元間のつながりの例 

命とくらしをささえる水 

命とくらしをささえる水 

すみよいくらしとごみ 
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ⅱ一単元内における展開 

 子どもの思いやねがいから学習計画を立てる際、子どもたちは、それぞれの言葉で思いやねがいを表

出させる。そこで、子ども一人ひとりの思いやねがいをグループ分けすることで、思いやねがいを整理

することができ、問題意識が全体で共有されていくと考える（図３−３）。さらに、学習計画を立てる上

で、「何から学習を進めていくと良いか」という点も子どもとともに考えることが必要である。出てきた

思いやねがいを単にしらみつぶしに解決していくのではなく、学習を進める上で効果的な配列は何であ

るか子ども自身が考えることで、一つの授業ごとの配列も子どもにとって価値のある思考の流れとなる。

社会科では、子どもの思いやねがいから出た学習計画を根拠とともに子どもが考えていくことで、どの

学習内容であっても、学ぶ対象について効果的な配列を経験とともに把握できて、活かしていくことが

できると考えた。例えば、第４学年の水を扱う単元では、身近な学校の水道から学習を始めて、水道に

送られてくる水は浄水場から運ばれてくること、浄水場の水は琵琶湖から流れてくること…というよう

に学習を進める。このように単元の中で「身近なもの」から「大きなスケール」へと学習が進んでいく

ことで、わかりやすく学習内容を掴むことができた経験を積めば、第５学年であっても同様の見通しを

持って取り組むことができるようになると考える。これらの経験は、教師が直接的に働きかけて獲得さ

せるものではなく、子ども自身が自ら経験をして自分なりに価値あるものとして掴んでいくことが理想

である。そのため社会科で扱われる視点であるような「身近なもの→大きな視点」や「人々の工夫や努

力」なども、使われるべき言葉として教えるのではなく、ニュアンスを理解して自分なりの解釈として

経験し、獲得していくことが大切だと考える。子どもが学習の流れを効果的に進めることができたとい

う経験は、単元のふりかえりによって再確認をすることができるため、学習計画を立てる場面と同様に

単元のふりかえりは、学びを創り続ける上で大きな意味を持つ場面であるといえる。 
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（施設について） 

子どもそれぞれの思いやねがい 

図３−３ 子どもの思いやねがいをグループ分けして学習計画を立てている場面 

子どもの思いや願いをもとにし

て、単元計画をつくります。 
（学習指導案より） 
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学習を進めていくためには、教師側からのアプローチが必要になってくる。学びを創り続ける子どもが

育成されるカリキュラム編成を、どのように構築していけばよいかという視点を以下に挙げていく。 

（１）「学びの必然性」を生み出すしかけとしてのカリキュラムづくり 

 前述の社会科における学びの必然性を生み出すためのしかけを以下に述べる。 

①子どもの実生活とつながるカリキュラムづくり 

 授業を扱う上で、子どもたちが普段の生活と関連させながら学習を進めることができれば、より学び

の必然性を生み、学びを創り続けるカリキュラムになると考える。例えば、第５学年の米作りを扱う学

習において、米作りの問題点を学習している時に、「TPP」についてニュースや新聞などで知った子ども

は、「米作りをしている人が困りそうな話みたいだよ。」と興味を持っているようであった。そこで、「TPP」

について扱う授業を行い、子どもの思いやねがいから知りたいことを掘り下げていく時間をとった。更

に子どもは「TPP で得をしそうな人もいるらしいよ。」と米作りだけでなく、他の産業についても興味を

持つようになり、工業などの学習へと関連させて学習を進めていた。このように学習とニュースや新聞

などを含めた子どもの興味や関心を授業の中に積極的に組み込んでいくことで、学習している内容に対

して必然性が生み出され、学びを創り続けるカリキュラムとして成立すると考える。また、遠足や社会

見学なども社会科のカリキュラムの中に取り込むことで、実体験を通した学びを組み込んだカリキュラ

ムとなる。教科書や資料集、インターネットだけにとどまらず、「もっと知りたいこと」や「新たに知り

たいこと」といった追究する姿勢が育つといえる。 

②子どもの思いやねがいに連鎖した配列 

 社会科における思いやねがいの連鎖に即した配列をする上で、「単元と単元とのつながり」の視点から

みた教師のしかけと「１単元内での学習計画」の視点からみた教師のしかけの２つの視点がある。 

ⅰ単元間のつながり 

 単元が変わる時、子どもの思考の流れが一旦途切れてしまっては年間を通して、学びを創り続ける子

どもを育てるカリキュラムにはならない。扱う内容が変わったとしても、子どもの思考の流れがつなが

るように、カリキュラムを編成していくことが大切である。例えば、第４学年で最初に水の学習の単元

では、後半の学習で下水処理について学ぶ。そして、「人が生活する上で出てしまうもの」という視点で、

ごみの単元へと関連性を持たせることで、子どもの思考の流れがスムーズに次の単元へとつながってい

くと考えた。実際に、「命をささえる水」の学習では、身近な水道から学習を進めていき、「学校の水道

を数えてみよう」→「こんなに多くの水はどこからくるのか（琵琶湖の学習）」という展開となった。こ

の身近なところから調べていこうとする学習の流れは、ごみの学習や消防の学習でも同様に子どもたち

が自ら考えて学習を進めていた。 
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すみよいくらしとごみ 

・・・ 

変更後 

・・・ 

上水道の学習→下水道の学習→

人の出す排水→ごみの学習へ 

社会見学「下水道科学館」 

図３−２ 第４学年における単元間のつながりの例 
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○５年生 社会科 さまざまな土地のくらし（変更前） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ５年生における学習「さまざまな土地のくらし」では、昨年度まで暖かい地方の暮らしとして沖縄県

における暮らしの特徴や農業などを一通り学習した上で、比較対象となる北海道を扱っていたが、子ど

もたちが「ひとつずつ比較をして学習を進めていくと分かりやすい」と考えたことから、カリキュラム

を変更した。単元内の配列を子どもの思いやねがいに沿って変えることにより、暖かい地域と寒い地域

を気候や生活、産業といったカテゴリーごとに比べながら子どもたちにとってわかりやすく意欲的に学

習を進めることができた。このように、子どもが自ら学習の見通しを見出し、教師も一緒に学習の流れ

を立てていくことで、学びを創り続ける子どもが育つカリキュラムになっていくと考える。 
 

（２）学びを創り続ける姿の見取りを活かすカリキュラムづくり 

 以上に挙げてきた「社会科における学びを創り続けるカリキュラム」をつくり実施していく中で、実

際に作成したカリキュラムが子どもにとって学びを創り続けるカリキュラムとなっているかどうか確か

め、授業を進めながら、随時修正していくことが重要である。その見取りの活かし方を以下に述べる。 

①子どもの興味・関心を最大限に活かした柔軟な学習展開 

 子どもの思いやねがいを取り入れた学習計画に沿って学習を進めていく場合、「自分の知りたいことが

わかってよかった」や「○○さんの知りたいことをみんなで調べて解決しよう」、「さらに知りたいこと

が出てきたな」といったように、子どものつぶやきや、ワークシートの記述などに表れてくると考える。

教師は、学習計画で子どもの興味を把握した上で、更に１時間ごと授業で扱った際の子どもの思いやね

がいの変化も更に見取り、授業に活かしていくことが大切である。第１時の子どもの思いやねがいを扱

いつつも、授業において子どもたちの興味が新たに出てきた場合、授業展開を追加・修正していくよう

にしていくことで、子どもが１時間の授業だけでなく、単元や長期間を通して没頭する姿が生まれると

考える。以下に、子どもの没頭する姿を見とる手立てを挙げる 

ⅰ座席表から把握する 

 毎回、授業の終末に１時間を通して「思ったこと」「気づいたこと」「考えたこと」「疑問」を子どもた

ちが振り返るようにしている。子どもたちのふりかえりを座席表にして、子どもと教師がそれぞれの思

考の流れや変化を把握することによって、一人ひとりの思いやねがいや学級全体での思いやねがいの変

化を見とり、学習展開に活かしていく。 

図３−４ 第５学年における 子どもの思いやねがいにそった１単元配列の例 
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ⅱ授業中の発言・つぶやきやワークシートから把握する 

 子どもが興味を強く持った時、つぶやきや姿勢、ワークシートなどに没頭した姿が表れる。教師は、

学ぶ対象について子どもたちが持った興味や関心を総合的に見取り、学習展開に活かしていく必要があ

る。 

 学習を進めていく上で、子どもたちと一緒に学習計画を立てた中であっても、学習の途中で子どもが

興味を強く持つ場面がある。そのような場合は、学習計画に追加・修正することで、子どもの意欲が高

いレベルを保ったまま学習を進めることができると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②学習計画を自ら立てる経験を通して、学ぶ対象における見通しを持つ力が育つ 

 子どもの思いやねがいに沿った学習展開では、単元ごとに学習する内容にばらつきが出てしまうとい

う懸念が出てくる。そこで重要になってくるのは、教師が、社会科としてつけたい力を明確に持ちなが

ら、子どもとともに学習計画を考えていくことである。社会科におけるつけたい力とは、前述したよう

に「本校社会科のめざすべき子ども像」であり、現行の学習指導要領に準じているものである。最初の

頃は、教師側からの修正も多くなることが考えられるが、単元を繰り返し学習することで、子どもたち

に学習計画を立てる上で大切な視点が育まれると考える。 

 
＜参考文献＞ 
文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』2008年  

松尾知明『２１世紀型スキルとは何か〜コンピテンシーに基づく教育改革の国際比較〜』明石書店,2015年 
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２４時間体制で火事に備えているんだね。 

 

防火服について調べよう 

カリキュラムに追加。 

図３−５ 第４学年における子どもの思いから学習内容が追加された場面 

４年生「なくそうこわい火事」 
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