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学びを創り続ける子どもの育成 

（第３年次） 
～学びを創り続けるカリキュラムづくり～ 

はじめに  

 本校では、学校教育目標「ひとりで考え ひとと考え 最後までやりぬく子」として 50 年以上続い

てきた教育観のもと、急激な情報化の進展や国際化、価値観の多様化といった変化の激しい社会の中、

一人ひとりが豊かな未来を創造するために必要な力を育成することをめざしている。教師は、個の活

動のみ支援・指導するのではなく、学校の中の集団の構成員との共同による学びが豊かなものとなる

場面を創り出していかなければならない。さらに、その場面をつくる担い手は、教師ではなく子ども

であり、その意欲的・主体的な姿から生み出されるものでなければならないと考え、一昨年度から「学

びを創り続ける子どもの育成」を主題とする実践研究に取り組んできた。 

昨年度は、副題を「学びを創り続ける授業における教師の役割」とし、１年次に明らかになった学

びを創り続ける子どもの姿を見取る視点を明らかにすることから、学びを創り続ける授業における教

師の役割を模索していった。そのような中で、一連の学びの過程を創ることを連続発展させる子ども

の姿が見られた。しかし、本研究でめざす「学びを創り続ける子どもの育成」には、この連続発展が、

一部分においてのみではなく、１年間、ひいては６年間続いていくことが望ましい。そのためには、

複数の単元をつないだり、他教科とつないだりしながら、子どもが継続して学びの過程を連続発展さ

せていけるようなカリキュラムを考えることが必要となる。このように、学びを創り続ける子どもの

育成のためには、学びがより系統的に積み重ねられていくカリキュラムの在り方に課題が見出された。 

そこで、第３年次は、３年計画のまとめの年として、学びを創り続ける授業を生み出すためのカリ

キュラムづくりについて研究を進めていく。そこで、本年度の研究主題及び副題を、次のように設定

した。 
  

 

 

  

 なお、本論で述べるカリキュラムとは、教育課程のみを指すものではない。教育課程は、学習指導

要領総則では、「各学校の教育計画」と説明され、一般的には、年度始めに各学校で作成した計画文書

を指す。それに対し、カリキュラムは、一般に、「学習経験の総体」を意味しており、計画段階のみ

ではなく、授業や学習の活動を含み、授業と学習の計画・実施・評価のすべてを含む包括的な概念と

されている。つまり、この中の計画部分（計画カリキュラム）が教育課程にあたり、ここで述べる「学

びを創り続けるカリキュラムづくり」とは、「その計画カリキュラムについて、それと実際に行った

カリキュラム（実施カリキュラム）を比較しながら、子どもがより効果的に学びを創り続けていける

ように、カリキュラムを編成したり、作成したりすること」を意味している。また、本論で述べるカ

リキュラムの範囲は、各学校が法令及び学習指導要領に従い編成する学校カリキュラムから、その中

の一部分の学年・学期・月・週・１領域等の詳細な計画などの指導計画まで、広域を指す。また、単

元間・単元内の配列の工夫や重点単元の開発などもカリキュラムづくりの一つとする。本論では、こ

れらのことをふまえて、本校のめざす「学びを創り続ける子ども」の育成のために、どのような視点

でカリキュラムづくりを進めていけばよいのか、以下に述べる。 

学びを創り続ける子どもの育成 

～学びを創り続けるカリキュラムづくり～ 
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1.学びを創り続ける子どもについて 

子どもが学ぶ対象は、自然や社会、文化など各教科・領域によっても様々である。「楽しそうだな」

「素敵だな」「不思議だな」といった対象との出合いから、「もっとやってみたいな」「できるようにな

りたいな」「分かるようになりたいな」といった次の活動を引き出す思いやねがいをもつことができる

ような対象との出合いも含む。対象と出合い、自ら関わろうとすることで、思いやねがいは、「○○○

をはっきりさせよう」や「□□□の技のコツは何があるのだろう」という自らの問題となる。学ぶ目

的や目標は、教師から一方的に提示されるのではなく、子どもが自らの問題として見出していく。そ

してその問題を、これまでに身につけた力を使って解決する、この一連の過程が学びを創ることであ

る。よって、本校では「学びを創り続ける子ども」を「自らが学ぶ対象に関わり、問題を見つ

け、問題を解決するという一連の問題解決の過程を、自らが連続発展させていく子ども」と定義

した。本校の教育観と子どもの実態から、各発達の段階でめざす子どもの姿を次のように想定して

いる。 

表 1-1 各発達の段階で想定する「学びを創り続ける子ども」 

低学年 
学ぶ対象と繰り返し関わる中で気持ちを高め、自らのめあてをもち、活動の中で気づいたり、友だちと一緒

に活動したりすることの喜びを感じ、次への新たな思いやねがいをもつ子ども 

中学年 
学ぶ対象との関わりの中で対象のおもしろさを感じ取りながら、自らのめあてに向かって、友だちの考えと

合わせたり比べたりして活動することに達成感を感じ、次への活動の意欲をもつ子ども 

高学年 
学ぶ対象との関わりの中でこれまでの学びを活かしながら、解決への見通しをもって、友だちとともに新た

なものを創ることで自他のよさを感じ、よりよいあり方を探る子ども 

 

2.学びを創り続ける授業モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 子どもが学びを創り続ける授業モデル 

（1）一連となる学びの過程 

第１の特徴は、学びの過程が一連の問題解決の流れとなっていることである。学ぶ対象と出合い（過

程①「学ぶ対象との出合い」）、自らの問題を見出した子どもは、解決への見通しをもって解決活動を

行う（過程②「解決への見通し 解決活動」）。そして自らの学びをふりかえることで、新たな問題に

出合っていく（過程③「学びのふりかえり」から過程①「学ぶ対象との出合い」）のである。 
 

  
 
 

特徴３ 

相互に関連づく学びの様相 

特徴２ 

学ぶ対象に関わる姿 

特徴１ 

一連となる学びの過程 

 
教科の枠組みにとらわれない 

経験・知識・技能の想起 
 

 
教科の枠組みにとらわれない 

知識・技能の獲得 
 

教科の枠組みにとらわれない 
知識・技能の活用 

過程② 

解決への見通し 
解決活動 

過程③ 

学びの 
ふりかえり 

過程① 

学ぶ対象との 
出合い 

h  新たな問題を発見する 
g  学ぶ楽しさに気づく 
f  成長を実感する 
e  解決する 
d  試行錯誤する 
c  自らの問題とする 
 b  働きかける 
a  出合う 
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（2）学ぶ対象に関わる姿 

第２の特徴は、学びを推し進める動機が教師側ではなく、子ども側にあることである。学びを創り

続ける子どもの姿は、「やってみたい」「もっと知りたい」「やり遂げられてうれしい」といった具体的

な姿で現れる。教科・領域で出合う様々な学びの対象、自らの成長の実感、更なる成長への期待など

から湧き立つこれらの姿が、学びの過程を連続発展させる推進力となる。 

（3）相互に関連づく学びの様相 

第３の特徴は、学ぶ対象は教科等の枠を超えた横断的・総合的なものであるととらえ、それゆえ、

各教科等で獲得した学びを相互に関連づけていくということである。学ぶ対象と出合ったときには、

教科の枠組みにとらわれることなく、これまでに獲得した学びが様々に想起される。このような中か

ら、問題を解決するためにふさわしい知識・技能などを活用しながら、新たな学びを獲得していくの

である。 
 

3.学びを創り続けるカリキュラム 

(1)「学びを創り続けるカリキュラム」とは 

 昨年度は、学びを創り続ける授業での教師の役割から、授業の中で、学びを創り続ける子どもの姿

を見取り、授業展開や授業構成に活かしてきた。また、その見取りの視点として、「没頭する」姿に着

目し、学びを創り続ける授業づくりに役立ててきた。その中で、「没頭する」姿が、単元を通して、ま

た年間を通して、ひいては６年間を通して継続し、一連の問題解決の過程を自ら連続発展し続けてい

る状態こそ、「学びを創り続ける」状態であると考えた。そのためには、一単元の中だけではなく、複

数の単元、学期、年間を通して、意欲的・主体的に学ぶ対象に関わり、今までの学びを活かしながら

自らの問題として意欲的・主体的に問題解決をしていけるように、教師は、子どもたちにとって「学

びの必然性」があるカリキュラムを編成することが重要である。特定の学習内容を学ぶこと、また特

定の時期や順序で学習することについて、意味づけたり価値づけたりして、子ども自身の学ぶ必要感

を高め、その学びが必然性のあるものとなるように工夫をすることで、学習への意欲が高まり「学び

を創り続ける」ことにつながると考える。このように、子どもたちの思いやねがいを大切にし、子ど

もが学ぶことに必然性が生み出されるように編成したカリキュラムを「学びを創り続けるカリキュラ

ム」とし、カリキュラムづくりを進めていく。 

 

(2)「学びの必然性」とは 

 「学びを創り続けるカリキュラム」づくりを行う上で、軸となるのは、「学びの必然性」であると

考える。本校では、この「学びの必然性」を、次のように定義する。 

 

 

 

 「必要感」とは、子ども自身が感じる気持ちを指すものであるのに対し、「必然性」とは、その気持

ちによって、当然のこととして生み出される行動として捉えられるものとする。子どもは、学ぶ対象

に自らの問題を見出したとき、自分にとってその問題の解決の過程に意味があり、取り組むべき必要

があるものと考えると、主体的に解決活動に取り組む。子どもは学ぶ対象に対して興味・関心があり、

ただ「〜したい」と思うときよりも、その学びに「必然性」があり、「○○するために、〜したい」「学

んだことを活かして〜したい」「○○できるようになりたいから、〜したい」のように感じているとき

の方が、子ども自身が学びを創り続ける力は高まると考える。このように、ある問題に対して、解決

学びの必然性・・・学習者が学ぶ対象と関わる中で、自らの経験や考えとの接点に気づき、学ぶ目 

                 標や目的を自らの問題として見出し、自分にとって解決することに必要感をも 

                 ち、学びを進めていくことが当然であること。 
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図 1-2 学びを創り続けるカリキュラムづくりの過程 

 

する「必要感」が高まり、そこに自分にとっての価値を見出したとき、それが「必然性」となって働
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 このような中で、「学びを創り続けるカリキュラム」をつくることができると考える。そこで、「学

びを創り続けるカリキュラムづくり」の過程として、以下に述べる。 

 

(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（図 1-2 計画カリキュラム） 

 「学びを創り続けるカリキュラム」のつくる上で重要となる「学びの必然性」を生み出すためには、

教師の「しかけ」が不可欠であると考える。前述の「学びの必然性」の２側面それぞれを生み出すた

めの「しかけ」を以下に述べる。 

①子どもの思いやねがいの連鎖に即したカリキュラムづくり 

 子どもの思いやねがいの連鎖から生まれる必然性を生み出すためには、子どもの思いやねがいの連

鎖に即した配列が必要である。教師は各授業や単元でつけるべき力を明確にした上で、子どもの思い

やねがいを想定し、そのつながりに「学びの必然性」が生まれるか考え、単元等を配列する。 

計画 

カリキュラム 

実施 

カリキュラム 

新たな計画 

カリキュラム 
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 総合的学習の時間では、本校敷地内の自然環境を対象に探究的なアプロ

ーチをする。子どもたち自身がどんな活動をしたいか、そのために何をす

るか、どんな作物を育てるかなどを考えて活動し、自分たちが誇ることが

できる「みんなの平野ダッシュ村」を創りあげる。子どもの気付きの連鎖

を大切に、活動展開に応じた興味関心をふまえたグループを編成し、子ど

もたちが「探究的」な学習展開していくことができるようにする。そうす

ることで、活動の意義を考え、児童自身の成長意欲や自他尊重の態度を育

成していくことができるようにしている。 

 このように、子どもが各授業や単元で学習したときの姿を想定し、学んできたことから新たな問題

を見つけたり、以前の学習を進んで活かしたりなど、その配列に「学びの必然性」が生まれるような

学習の流れになっているのか考えることが、「学びを創り続けるカリキュラムづくり」に役立つと考え

られる。 

 また、一教科の中の単元等の配列のみならず、他教科・領域と相互に関連づけることも「学びの必

然性」を生み出すために効果的であると考える。他教科と関連づけて学習したり、同じ教科の中で、

今までは別単元として学習していたことを、同じ単元の中で並列的に学習したりすることを通して、

子どもに「学びの必然性」が生まれてくることも考えられる。 

 国語科では、「読むこと」の学習として、説明文を使って筆者の表現の工夫を探して読み、筆者の主

張を読むという活動を設定する。その中で、筆者の工夫を知った子どもたちは、それを使って自分で

も説明文を書いてみたいという思いやねがいをもつのではないかと考えた。そこで、「読むこと」と「書

くこと」を関連づけた単元として、表現の工夫を取り入れて説明文を書く活動を設定する。このよう

な単元構成を図ることで、説明文を書く学習に対して必然性が生まれ、以前の学習を自ら活かしたり、

意欲的・主体的に書き進めたりして、学びを創っていくことができると考えられる。 

 このように、子どもの思いやねがいの連鎖から「学びの必然性」を生み出すカリキュラムの配列や

組み合わせ方を工夫することで、学びを創り続けるカリキュラムをつくることが可能になると考える。 

②子どもの実生活とつながるカリキュラムづくり 

 子どもの実生活と課題がつながることによって必然性を生み出すためには、子どもの実生活とつな

がる課題の設定が必要である。子どもの実生活を踏まえて、季節や学校行事、発達の段階などに合わ

せて課題を配置することで、子どもの学びを創る活動が連続発展し、学びを創り続けることにつなが

っていくと考えられる。 

 子どもたちが学びを創り続けるためにつけたい力として、「社会の変化に対応する資質や能力を育成

する教育課程編成の基本原理」に述べられている、社会における「実践力」が挙げられる。これは、

「21 世紀型能力」の中の一つであり、「日常生活や社会、環境の中に問題を見つけ出し、自分の知を

総動員して、自分やコミュニティ、社会にとって価値のある解を導くことができる力、さらに解を社

会に発信し、協調的に吟味することを通して他者や社会の重要性を感得できる力」１とされている。

学校で取り組む課題と社会で直面する課題のギャップが問題となる現代、日常生活や社会生活で出合 

う課題を学校課題としてアレンジし、これを、教材や単元を構成する際に念頭に入れてカリキュラム 

をつくっていくことが重要である。鹿毛（2015）によって、「現実社会での営みという視座から、教育

内容や方法を吟味しながら、学習課題を実際に解決しなければならない問題としてカリキュラムに埋

め込むことによって、「『心理的な必然性』（なぜこのことを学ぶべきなのかという認識）が学習者に芽

生え、課題に対する意義や価値を感じ、主体的に学習課題に向き合うようになる。」２と述べられてい

るように、子どもの実生活と学習課題をつなぐことは、「学びの必然性」を生み出すために有効である

図 1-3 探究的に活動する姿 
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と考える。 

家庭科では、被服の学習において、５年生が臨海学舎に行くという行事と関連させて、「臨海学舎で

着る衣服を考えよう」という題材を設定した。普段、制服を着る本校児童にとって、衣服の特徴や機

能を考えたり、適切な衣服を選んだりする経験は多くない。そこで、制服以外の服装で臨み、さらに

気候や活動内容によって自らの判断で衣服の選択が必要となる行事を学習に取り入れることで、その

学習の必要感が高まり、学びに必然性が生まれ、意欲的に取り組む

姿が見られた。この題材で、衣服には機能や特徴があり、それは衣

服を形成する布地や形の違いによるものであることを学習したこと

で、家庭で衣服を選ぶ際に、この学習を活かしたり、リサイクルの

学習において布の性質を考えて、次のものに再利用しようとしたり

と普段の生活に活かそうとする姿が見られた。「日常と関連した」題

材を設定したことにより、その後の実生活に学習が活かされ、次の

題材へとつながっていく姿が見られたと考えられる。 
 

（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（図 1-2 実施カリキュラム） 

 「学びを創り続けるカリキュラム」をつくる上では、授業前につくった計画カリキュラムにそって

学習を進めていく中で、このカリキュラムが、実際に子どもにとって学びを創り続けているカリキュ

ラムになっているのかどうか、子どもの姿を見取り、随時修正を加えていくことが重要である。 

①没頭する姿を活かした柔軟な授業展開をふまえた単元構成 

 教師は、それぞれの単元や教科の学習の中でつけたい力を考え、そのつながりを考慮し、子どもの

思いやねがいを想定して単元等を配列していく。しかし、授業を進めていくうちに、実際の子どもた

ちの思いやねがい、意識の向く方向などは、随時変化していく。この子どもの思いやねがいに柔軟に

対応した授業展開を図ることで、子どもは生き生きとした主体的な学習活動を生むことができる。そ

こで教師は、子どもの「没頭する」姿を的確に見取ることが重要となる。子どもがその活動に「学び

の必然性」を生み出し、意欲的に学びに取り組んでいる場合、それは「没頭する」姿となって現れる

はずである。このような子どもの思いやねがいに対応して、時にはあらかじめ予定していた学習の流

れから変更することも考えられる。その影響で、つながる単元や他教科・領域が変化してくることも

想定される。しかし、その前提には、教師は、カリキュラムが学習者にとって必然性のあるものとな

るように、前もって大きな枠でのつながりも想定しておくことが重要である。つまり、教師は、子ど

もの思いやねがいに即して、計画を随時修正していくべきであるが、それが可能な大枠の単元構成を

事前に考えておくことが重要である。あらかじめ綿密な計画を立てたカリキュラムを基に、活動の展

開に即して柔軟に編成しながら生成していくことが大切である。 

 社会科では、毎時間のふりかえりを座席表にまとめて子どもたちと

共に蓄積している。ここに表れた子どもの思いやねがいをもとに、授

業展開を追加・修正していく。例えば５年生「さまざまな土地のくら

し」の学習では、当初は暖かい地方として沖縄県のくらしを一通り学

習した上で、比較対象となる北海道のくらしを学習する予定であった。

しかし、沖縄県の位置と気候を学習した後に、子どもから「北海道は

どうなっているのだろう？」「一つずつ比べて考えていきたい。」とい

う思いやねがいが生まれた結果、単元配列を、まず一項目ずつ沖縄県

と北海道を比較しながら学習していくように、修正を加えた。 

 このように、授業を進めながらも子どもの思いやねがいに即して、計画を随時修正したことで、新

たな「学びの必然性」が生み出され、子どもたちが自ら学びを創り続けていく姿が見られた。 

図 1-4 実生活とつながる学びの姿 

図 1-5 気づきを活かして 

    学びを創る姿 
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②各教科・領域のねらいの達成 

 各教科・領域を相互に関連づけて単元を構成したり、配列したりしている場合、子どもが「没頭」

していても、それが各教科・領域のねらいからはずれてしまっていては、「学びを創り続けている」と

はいえない。そのためには、カリキュラムをつくる上で明確にしていた各教科・領域のねらいを、子

どもたちが達成できているのか、子どもが学習する中で得た学びの蓄積を見取ることが必要である。

この各教科・領域のねらいの中には、各教科・領域でつけたいと考えている学び方や思考の流れも含

まれる。 

 各教科・領域を相互に関連させてカリキュラムをつくったことによって、子どもに「学びの必然性」

を生み出し、子どもが意欲的・主体的に学び、より効果的に各教科・領域のねらいを達成できるはず

である。子どもの学びの蓄積や学びの過程を見取ることによって、もし相互に関連づけた片方の教科

のねらいを達成することが難しくなっていた場合、教師が修正を加え、両方の教科のねらいを達成で

きるように進めていく必要がある。 

 音楽科では、わらべうたを中心とした子どもたちが自らの身体を通して拍の流れの心地よさを感じ

ることができるカリキュラムづくりに取り組んでいる。１年生の「かぞえうた」の創作活動では、国

語科と関連づけた単元を構成した。国語科としての「漢字に対する興味・関心を持ち、漢字を正しく

読み書きする」という目標、音楽科としての「拍の流れを知覚・感受し、その特質を生かした音楽表

現を工夫する」という目標を踏まえ、漢字を用いた数の数え方の理解を活かし、拍の流れにのせて歌

うためにはどのようにすればよいか音楽表現を工夫する活動とした。このような展開にすることで、

拍の流れを感じることへの必要感が高まり、表現を工夫する必然性が生み出される活動となった。こ

のように、各教科でつけたい力を明確にし、学習を進めていく際に、その力がそれぞれの教科におい

てついているのかどうかを確かめ、再確認しながら進めていくことが重要である。 
 
(3)カリキュラムの見直しと新たなカリキュラムづくり（図 1-2 新たな計画カリキュラム） 

 このような「学びを創り続けるカリキュラム」が、本当に子どもが学びを創り続けるために有効で

あったかどうかは、学習中、各単元の終了後、学期終了時など、適宜見直すことが必要である。その

見直す視点として、「没頭する」姿の見取りを活用する。なぜなら、「学びの必然性」の要因は、没頭

する姿につながっているからである。「学びの必然性」が生まれることで、没頭して学習を進めていく

ことができる。また、各教科・領域を相互に関連づけて単元構成をした場合は、その各教科・領域の

ねらいが達成できたかどうかを見取ることも大切である。各教科・領域を相互に関連させてカリキュ

ラムをつくったことによって、子どもが「学びの必然性」を生み出し、意欲的・主体的に学び、より

効果的に各教科・領域のねらいを達成できてこそ、「学びを創り続けるカリキュラム」であると言える。

よって、相互に関連づく学びの中で、各教科・領域のねらいを達成できているかどうかを、子どもの

学習過程の見取りから確かめることは、「学びを創り続けるカリキュラム」を見直す上で、大切なこと

である。これらの、実際に行った実施カリキュラムの見直しを基に、さらに新たに計画カリキュラム

を作成する。この実際に行った授業やそのときの子どもの見取りを活かし、新たな計画カリキュラム

を作成することで、形式ばかりではない生きたカリキュラムを創造することができ、これこそが「学

びを創り続けるカリキュラム」となると考える。 

 次の表は、理科において、６年生の今年度の計画カリキュラムをもとに、子どもの思いやねがい、

また他教科や学校行事との関連を考え、組み直して行った実施カリキュラムである。 
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表 1-2 理科における本年度の計画カリキュラムと実施カリキュラム 
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  このように、計画したカリキュラムを、子どもたちの様子や実際に行った実施カリキュラムを基に

見直し、さらにそれを基にして、「新たなカリキュラム」として新たな計画カリキュラムをつくるとい

うことが、「学びを創り続けるカリキュラムづくり」においては、重要であると考える。 
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関連 

教科の学びの 

積み重ね 
これまでの学

びと、環境問題を

結びつけること

で、共生や保全に

対する考えをも

つことができる

ようにする。 

学校行事との関連 
富士山を学びの対象とし、大地

のつくりと変化に焦点化して理

科の学びの過程に位置付けた。実

際に訪れる地は、長い年月をかけ

て変化してきた場所ばかりであ

る。大地の特徴やそれらを形づく

った地球の活動について調べて

から、実際に富士の地を訪れるこ

とで、観察の視点をもち、実感を

伴った理解や感動へと繋がった。 

子どものねがいの連鎖に

即した配列 
動物や植物が生きていくために

何を必要としているのかについて

考えた。そこで出てきた「空気」

や「食べ物や水」とのかかわりに

ついて、体のつくりとはたらきを

動物と植物とを往還し、比較した

り、関係付けたりしながら学習を

進めた。自ずと「生物どうしのつ

ながり」の学びへと繋がることと

なった。 
 

実生活との関連 
扱った薬品や身近

な水溶液が身の回り

でどのように活用さ

れるのかを考える。

それぞれの水溶液が

もつ力と酸やアルカ

リの関係から、水溶

液の利便性や生物や

環境に与える影響な

どについての考えを

もつことができた。 

国語「報告文をかこう」 家庭科「暑い季節

を快適に」 
国語「資料を生かし

て呼びかけよう」 
社会「日本とつなが

りの深い国々」 

修学旅行 
富士山 
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