
１．はじめに

平成 25 年度までは，生活科と総合的な学習の時間は，それぞれ独立した教科・領域であるた

め，別々の研究教科として授業を行ってきた。しかし生活科・総合的な学習の時間では共に様々

な体験をしたり，他者（本校では他者とは，自分とかかわる身近な人々，社会及び自然とのこ

とをさす。）とかかわったり，自ら主体的に学習展開したり，自分自身を見つめることを目標と

したりしているなど，非常に共通点が多い。そこで平成 26 年度からは，生活科と総合的な学習

の時間を一本化し，系統立てて研究することにした。平成 27 年度からは，学習対象が「自分」，

「人・社会」，「自然」であり，学習活動が体験的・探究的であるという共通性があることを踏

まえ，一貫性・系統性を重視した学習指導が必要であると考え，生活科と総合的な学習の時間

の一貫したカリキュラムを作成することにした。

平成 28 年度からは，これまで生活科・総合的な学習の時間で学習展開してきたことを踏まえ，

新教科「未来そうぞう科」の授業を行うものとする。未来そうぞう科では，学習対象が「自分」，

「集団・人間関係」，「社会・環境」であり，これは昨年度までの生活科・総合的な学習の時間

の学習対象に共通する部分も多い。これまでの生活科・総合的な学習の時間に加えて希望に満

ち溢れた明るい未来を「想像」し，そのような未来を「創造」するためにグローバルな視点か

ら対象に関わり，探究的な学習によって子どもの資質や能力を高めていこうとするものである。

そして，「特別活動」における「学級活動」の時間も加えて，これらを統合した形で新教科「未

来そうぞう科」とした。加えて統合的なカリキュラムとして学習内容の具体的な視点を示し「教

科」として推進していく。

２．学習テーマの視点

新教科「未来そうぞう科」を推進するにあたって，３つの学習テーマを設定した。①主に自

分に関する内容，②主に集団や人間関係に関する内容，③主に広く社会や環境にアプローチす

る内容，の３点である。本校の先行事例をもとに具体的な内容を述べるとともに，そのテーマ

の視点を（表１）に示す。

（１）主に自分に関する内容

６年生の未来そうぞう科「もしも未来が見えたなら～大人にな

った自分の姿～」では自分の現在の姿をじっくりと見つめた上で

「なりたい自分」について繰り返し考える活動を行った。まず，

「自分」はどんな人であるかについて「好きなこと」「得意なこ

と」「苦手なこと」などについて考えることで，「自分」を見つめ，

それをふまえた上で「将来の自分の姿」を思い描いていく。そし

て，思い描いた「将来の自分の姿」を実現していくには，「今，

現在」具体的にどのような行動していけばよいのかについて思考を深めていく。また，それら

の活動の中で，自分の夢を叶えて社会で活躍されている方々や保護者の方々など「人生の先輩」

◇未来そうぞう科

未来を「そうぞう」する子どもを育成するためのカリキュラム開発
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図１ 人生の先輩からの話



図３ お助け課の話し合い

からお話を聞く機会を設けた。「将来の自分の姿」を思い描いたことをふまえて，実際に「人生

の先輩」のお話を聞く中で，「自分自身」を成長させていくことの大切さを実感することができ

たようである。「将来の自分の姿」をじっくりとイメージを膨らませることで，「将来の自分の

姿」と「今，現在」の自分の行動がつながっているということを実感し，自分の行動の変容へ

とアプローチすることができたようである。

（２）主に集団や人間関係に関する内容

２年生の年間を通したテーマは「学校だいすき」である。１年

生への学校案内をきっかけに，学校をよりよいところにして，み

んなにもっと学校を好きになってもらおうとする取り組みであ

る。その取り組みの一つとして「学校わくわく大さくせん」（図

２）を実施してきた。「学校の中をもっと楽しい場所にしよう。」

「学校に来たくなるような楽しいイベントを開催しよう。」とい

う願いのもと，チームで協力してその実現に向けて取り組む活動

内容である。校外学習で，わくわくする場所について調べた後，

学校で実現可能なものは何かを考え，それを実践してきた。その中で，対象の相手を何年生の

子どもと自分たちで焦点化し，より相手を意識した取り組みを考えることができた。また，チ

ームでの活動を主としているので，コミュニケーションによる役割分担や企画内容の集約等，

人間関係形成に関わる学びも展開された。わくわくしてほしい相手のことを意識しながらも，

チームの仲間と協働的に活動することを重視した内容になっている。

（３）主に広く社会や環境にアプローチする内容

５年生は，平野 Happy Smile Corporation として会社を立ち上げ，今の自分の身の回りを見

渡した時の人間関係・環境に問題・課題をそれぞれが見つけ，そ

れにアプローチし，よりよいものになるように働きかけをしてき

た。子どもたちの１～４年生の経験からおおきく対象を「人」と

「生きもの・自然」に分類し，クラスを解体し「お助け課」と「生

き物課」にわかれ活動した。また，それぞれの課の中でも自分た

ちの問題意識によってさらに細分化（生き物課の中でも農業係・

花係・整備係・レポート係など）した上で，学年全体で協働的に

活動する中でよりよい状態をめざしてきた。「お助け課」（図３）

では身近な人たち（学年の友だち，学校の仲間，地域の人たちなど）を中心に，その人たちの

生活がより良いものになるよう休み時間の運動場の使い方を提案したり，地域でのゴミをなく

すよう啓発したりしてきた。一方，「生き物課」では，校内にある里山の環境が，より良いもの

になるように草花を植えたり，野菜や米を育てたりする活動を進めてきた。子どもたちにとっ

て，対象はさまざまではあるが，自分たちの活動次第で物事をより良いものに変えることがで

きるということを感じさせ，今後の未来そうぞう科及び日常生活において，子どもたちが主体

性・協働性・創造性をもって活動していく態度面を育んできた。

図２ 学校わくわく大さくせん



学習テーマ 主な内容

主に自分に関する内

容

「希望に満ち溢れた未来」の中で生きていく自分自身の将来の姿を「想

像」し，そのイメージを実現するためにはどのように生きていくことが

望ましいのかについて，キャリア教育の視点をふまえてアプローチをす

ることができる学習展開を行う。

主に集団や人間関係

に関する内容

多様な集団との関わりの中で，人の気持ちを「想像」し，人との関わり

を深めることが「希望に満ち溢れた未来」へとつながっていくというこ

とを実感できるように，人間関係形成へのアプローチとなる学習展開を

行う。

主に広く社会や環境

にアプローチする内

容

「社会」や「環境」について「自分事」ととらえて，それらに対して自

分なりにできることを「想像」し，「希望に満ち溢れた明るい未来」の

「創造」に向けて，ESD の視点をふまえてアプローチをすることができ

る学習展開を行う。

３．新教科「未来そうぞう科」の系統性とカリキュラム

新教科「未来そうぞう」においては，現在の社会がかかえる様々な問題に対して積極的にアプロ

ーチをし，「希望に満ち溢れた明るい未来」へとつなげることができるように，「自分自身」「社会」

「環境」等について，自分たちができることについて探究的に考えることができるようにする。

（１）系統性について

主に自分に関する内容：

⇒自分自身の成長，将来の姿

主に集団や人間関係に関す

る内容：

⇒多様な他者との関わり

主に広く社会や環境にアプロ

ーチする内容：

⇒具体的に姿は見えないが

考えないといけない他者・社

会・環境
特別活動の視点「自己実現」

生活科の視点「自分自身」

総合の視点

「探究活動と自分自身」

特別活動の視点「人間関係形成」

生活科の視点

「自分や人との関わり」

総合の視点

「探究活動と他者」

特別活動の視点「社会参画」

生活科の視点

「自分と社会や自然との関わり」

総合の視点

「探究活動と他者や社会」

６年 ・どんな人生を送りたいか

・どんな人になりたいか

・目標にむかってがんばることは

・興味・関心のあることを

深く調べよう

・このクラスで学んだことを

これからに生かすには

・人生における人とのつなが

りについて考えよう

・今まで出会ったことのない

人との出会い

・みんなが生活している場（学

校・日本・地球）がよりよく

なるために，たくさんの人た

ちと協力して実行したり，

様々な方法を考えようとした

りする

５年 ・残りの小学校生活をどのように過

ごしたいか

・自分のよいところとは

・興味・関心のあることを深く調べよ

う

・もっとよいクラスにするに

はどうすればよいか

・今まで出会ったことのない

人との出会い

・みんなが生活している場がよ

りよくなるために，たくさん

の人たちと協力したり，様々

な手段を使ったりしよう

４年 ・得意なことを伸ばすには

・苦手なことを克服するには

・自分のよいところとは

・興味関心のあることを調べよう

・どんなクラスにしたいか

・人との出会い

・みんなが生活している場 が

よりよくなるための工夫をた

くさんの人と一緒に考えよう

３年 ・自分が好きなこと・得意なこと

・自分ができるようになりたいこと

・興味のあること

・みんなの好きなこと

・みんながしたいこと

・みんなが生活している場所が

よりよくなるための工夫を考

えよう

２年 ・自分の好きなこと

・自分ができること

・友だちの好きなこと

・友だちがしたいこと

・身近な場所をもっとよくする

ために工夫をしよう

１年 ・自分一人で，できること ・友だちとなかよくしよう ・身近な場所で楽しく過ごそう

表１ 学習テーマの視点

表２ 各学年における系統性



（２）系統性を踏まえたカリキュラム

表２の各学年における系統性を踏まえて，各学年で単元のカリキュラムを策定したものが，

表３のようになる。

主に自分に関する内容：

⇒自分自身の成長，将来の姿

主に集団や人間関係に

関する内容：

⇒多様な他者との関わり

主に広く社会や環境に

アプローチする内容：

⇒具体的に姿は見えないが

考えないといけない他者・社

会・環境

6 年

5 年

4 年

3 年

2 年

1 年 だいすき じぶん
・自分の成長や健康に関心をもった

り，自分ができることについて考

えたりする。

だいすき なかま
・幼稚園児や２年生とともに活動し，

協力したり伝え合ったりする。

だいすき しぜん
・身近な自然に親しみ，働きかけた

り，生活や遊びに取り入れたりす

る。

学校だいすき

学校クリーン大さくせん
・用務員さんの仕事に関心を持ち,学

校をきれいに保つための仕事を自

分たちで考え，それを学校の秘密

づくりとして実践する。

学校をあんないしよう
・あんないする場所をきめよう

学校わくわく大さくせん
・学校をワクワクする場所にするた

めにイベントを開催する。

自然いっぱい大さくせん
・学校の中を自然でいっぱいにし ,そ

の良さを感じてもらうために ,動
植物のことを調べたり，大切に育

てる環境を創ったりする。

平野 Happy Smile Corporation

私たちの地域の未来をそうぞうしよう   平野ＥＸＰＯ ～平野の町の未来予想図～

レッツ チャレンジ すきなこと！
・未来の自分に向けて，好きなこと

にチャレンジする。

レッツ スタート プログラミ
ング！
・初めてのプログラミングにチャレ

ンジする。

ちがいのちがいをふつうにし
よう！
・附属特別支援学校の児童との交流

を進める中で，ちがいを考える活

動を行う。またそのちがいをふつ

うにする活動を行う。

絶滅危惧種を救え！
・10 年後，20 年後には絶滅危惧種に

なってしまう命について考え， 生

態系や自然環境について学ぶ。

もしも未来が見えたなら

平野の町の未来をそうぞうし
よう
・学校生活に関連した身近な未来を

想像し，ねらいもって活動に取組

んだり振り返りを次に活かそうと

したりする。

平野ＥＸＰＯのパビリオンを
創ろう
・平野 EXPO の開催に向けてチームの

メンバーと目的を共有し，課題解

決するために協働的に活動に取組

でいこうとする。

平野ＥＸＰＯプレゼン
・平野 EXPO の開催に向けて，プレゼ

ンやポスター発表を行い，他者か

らの得た評価をもとに新たな活動

を創造しようとする。

表３ 各学年における系統性を踏まえたカリキュラム

大人になった自分の姿
・自分の現在の姿をじっくりと見つ

めた上で，将来なりたい自分の姿

について考える。

ありがとう附属平野小学校
・小学校でのこれまでの学習のまと

めとして，附属平野小学校への感

謝の気持ちを表す活動を行う。

今のかかわり，未来のかかわり
・附属平野小学校でこれまで５年間

以上共に過ごしてきた友だちとの

かかわりと見直す中で，未来の自

分が所属する集団をイメージす

る。

プログラミングで未来にチャレンジ！
・プログラミングを通して，近未来

の世界を想像して，創造的活動を

行う。

お助け課
・お助け課として学年・学級の実態

から課題点を見つけ，解決する活

動を行う。

生き物課
・生き物課として学級の自然の実態

から課題を見つけ，解決する活動

を行う。



現状把握的想像

課題解決的創造

検証的想像

発展提案的創造

課題および見通しをふまえた活動

・現状把握から見えてくる課題と

それに対する自分なりのイメー

ジにもとづいて，課題解決に向

けて活動を行う。

・これまでの活動やその後のイメー

ジに基づいて，課題に対してより

適切であると考えられる活動を

行う。

未来を「そうぞう」する子ども

現状の把握と課題への見通し

・現時点で何が問題なのかを

把握し，自分は何をしなけ

ればなら ないかについて

イメージをふくらませる。

活動の結果をふまえた今後

の見通し

・活動によって状況がどのよ

うに変わったのか，さらな

る課題は何であるのかに

ついて把握し，今後の活動

についてイメージをふく

らませる。

次の段階へ

４．学びのプロセス

４年生の「絶滅危惧種を救え！」を中心に，未来そうぞう科で行われる「想像」から「創造」，そ

して「想像」の学びのプロセスを以下に例示する。

（１）現状把握的想像（イメージ）・・・現状の把握と課題への見通し

現時点で何が問題なのかを把握し，自分は何をしなければならない

かについてイメージをふくらませる過程である。（図５）

１学期のある日，子どもの中から「最近，トノサマガエルを見ない

ねん。」という声があった。そこで，NHK for School の「ど～する?!
地球のあした（みんなの町のカエルを救え！）」を視聴した。番組に出

ていたダルマガエルは絶滅危惧種に指定され，町ぐるみで保護してい

るものだった。そこで，子どもたちからは，「最近見なくなったトノサ

マガエルは，どうなのだろうか。」という疑問が出されてきた。「トノサマガエルを偶然見なかった

だけなのだろうか。」「それとも数が減っているのだろうか。」など疑問を解決する活動のイメージが

広がった。

（２）課題解決的創造（クリエイト）・・・課題および見通しをふまえた活動

現状把握から見えてくる課題とそれに対する自分なりのイメージ

にもとづいて，課題解決に向けて活動を行う過程である。（図６）

いくつかの疑問を解決する活動のイメージができたことを機に，

大阪や日本全体のトノサマガエルがどうなっているのか調べる活動

になった。大阪では，レッドリストが公表されておりトノサマガエ

ルが準絶滅危惧種に位置付けられていることが分かった。加えて，

日本全国も調査を行い，日本地図に記して行った。危険度に合わせ

図４ 学びのプロセスの構造図

図５ イメージを広げる場面

図６ アカハライモリを調査した場面



て色分けをし視覚的に解るように表す中で，そのエリアが広がっていることも分かった。そして，

さらに教室で飼っていたアカハライモリは，それを上回って準絶滅危惧種として指定されているエ

リアが広いのも分かった。そうした中で，10 年後，20 年後を想像したときに，どうなるか考える

ことに繋がった。

（３）検証的想像（イメージ）・・・活動の結果をふまえた今後の見通し

活動によってその状況がどのように変わったのか，さらなる課

題は何であるのかについて把握し，今後の活動についてイメージ

をふくらませる過程である。（図７）

10 年後，20 年後を想像したときに，どうなるかを考える中で，

準絶滅危惧種に指定されているトノサマガエルやアカハライモリ

を保護しようという活動になった。子どもたちからは，「みんなで

保護したらいい。」という意見が出された。そこで，「保護すること」や「飼育すること」の違いを考

えさせる中で，自然環境を整えることをが大切だと気付いてきた。しかし大阪で緑を増やしたり，川

をきれいにしたりして自然環境を整えることは容易ではない。そこで，子どもたちに最も身近な学校

の池の環境を整え，そこで自然に増やそうという意見にまとまった。また，低学年の子どもたちや，

次に入ってくる新１年生に自然の生き物を見せてあげたいという気持ちも出されてきた。

（４）発展提案的創造（クリエイト）・・・これまでのプロセスをふまえた活動

これまでの活動やその後のイメージに基づいて，課題に対してより適切であると考えられる活動

を行う過程である。（図８）

身近な学校の池の環境を整える活動では，池の中に沈んでいるたくさんの落ち葉をすくったり，

ゴミ類を処分したりして，きれいにしようとする活動が行われた。水を流すために詰まっている部

分を掃除したり，大きな瓦礫や泥を取り除いたりして水の流れが

できるようにした。また，環境整備のため子どもから積極的に長

靴を持ってきたり，スコップ・軍手を用意して休み時間でも行う

ようになった。

しかし，自然環境を整えると言っても，個人やグループでその

考え方が様々で，小さな問題点が出てきた。この問題点を考える

ために，次の想像（イメージ）の過程に進んでいくことになる。

５．未来ノート

本校では，朝のモジュール時間を使って，未来ノートを実施している。これは，未来そうぞ

うの学習が継続的に実施されるように未来ノートを書き，次の自分への活動を推進するもので

ある。

（１）未来ノートの役割

子どもたちは前回の未来そうぞう科での活動やふりかえりをもとに，主にモジュールの時間

を使って未来ノートを書く活動を行う。（図９）

未来そうぞう科では，イメージとクリエイトの往還を繰り返す活動が行われる。そして，活

動の終わりにふりかえりを行う。子どもの思考や活動から，「○○ができた。」や「△△は，ま

だできなかった。休み時間に調べてみようかな。」「次には，◇◇がしてみたい。国語の発表の

仕方を思い出してみたらできないかな。」という姿へと変容がみられるだろう。

図８ 学校の池を整備する場面

図７ 今後の見通し場面



この取り組みは，未来そうぞう科の授業から次の

未来そうぞう科の授業へ，または他教科および休み

時間や日常の生活から未来そうぞう科の授業へと

つなぐ橋渡し的な活動であり，子どもの活動を継続

的に繋ぎ，学びの流れを止めず推進することができ

るようになるものと考えている。（図 10）加えて，

評価の観点（表４）においても，未来そうぞう科の

活動について子どもが想像（イメージ）している姿

を見取ることが可能となる。

（２）未来そうぞうと未来ノートの接続及び，他教科との関連

６．未来そうぞう科における身に付ける資質と能力との関連

未来そうぞう科における資質・能力に関しては，総論における「資質・能力について」で定

義づけた。本章では，さらに具体的に述べておく。

主体的実践力

自らの課題に対して積極的に関わり，課題解決に向けて筋道を立て，必要な情

報などを取捨選択して集めながら，これまでの学びや経験を活かして，課題解

決に向けて活動することができる力

主体性 対象に対して主体的・自律的にアプローチしようとする態度

協働的実践力

自分と他者の考えや行動の違いに気づき，他者を思いやるしなやかな心を育み，

相手を意識して話したり聴いたりする中で，他者と協調しながら，よりよい考

えや活動を共につくることができる力

協働性 多様な集団の中において，積極的に関わり協働的にアプローチしようとする態度

創造的実践力

これまでの学びや経験を活かしながら，目的や課題に対して，今までの自分の

枠に捉われない自由な発想で内面にある思いや願いを様々な方法で表出した

り，考えたりすることができる力

創造性
対象に対して既存の枠組みに捉われることなく，新たな試みにアプローチしよ

うとする態度

図９ 未来ノート

図 10 未来ノートを活用した活動のサイクル

表４ 未来そうぞうにおける具体的な３つの実践力と資質・能力

未来そうぞう科での活動

ふりかえり

～ができた。

～がわかった。

～はまだできなかった。

次の活動への子どもの

想像（イメージ）の見える化

未来ノート

他教科での

学び

日常での

生活

次の

未来そうぞう科へ

未 来 ノ ー ト

では，この時

点 で の 未 来

を想像する

子どもの思考

想像

イメージ

創造
クリエイト

写真は，レッツチャレンジ

好きなことを使用

イメージした

ことを書く

クリエイトす

るために必要

なことを書く

ふりかえり

図９ 未来ノート



ＩＣＴ活用

アクティブ ラーニング

学習テーマ

主体的

実践力

創造的

実践力

集
団
や
人
間
関
係
に
関
す
る
内
容

自
分
に
関
す
る
内
容

社
会
や
環
境
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
内
容

想像

創造

国語科 社会科

算数科

理科

音楽科

図画工作科家庭科

体育科

道徳

外国語活動

［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

ＰＴＡの参画

他学年の児童

地
域
の
方
々他

校
園

未来を「そうぞう」する子どもの育成 未来そうぞう科

協働的実践力

７．構造図


