
図１ 本研究の概略の構造図

平成 28 年度 大阪教育大学附属平野小学校 研究総論

１．研究の概要

１）はじめに

「今後 10～20年程度で，アメリカの総雇用者の約 47％の仕事が自動化 されるリスクが高

い」(1)「2011 年度にアメリカの小学校に入学した子供たちの 65％は，大学卒業時に今は存在

していない職業に就くだろう」(2) などの予測が見られるなど，今の世の中は，未来に対して

見通しを持ちにくい時代となっていると考えられる。また，科学技術が日増しに進歩し，社

会構造も急速な変化が進んでいる。そのような社会の中で，「こんな楽しい未来が待ってい

る」「自分は将来こんなことができる」と，「希望に満ち溢れた未来」をイメージし，「未

来のためにこんなことをがんばってみよう」「今のうちにこれをしておこう」「一度ためし

てみよう」と「希望に満ち溢れた未来」のために行動できる子どもを育てたいと考える。こ

れを「未来を『想像（イメージ）』し，未来を『創造（クリエイト）』することができる子

ども」とし，そのような子どもたちを育てることができるように研究を進めていきたい。

そこで，本研究においては，希望に満ち溢れた未来を「想像」する，希望に満ち溢れた未

来を「創造」するという二つの意味を兼ね備えた「未来そうぞう」を主題とした新教科「未

来そうぞう科」を創設するとともに，「各教科・領域における『未来そうぞう』」として，

各教科・領域においても「未来そうぞう」をテーマに学習を展開し，希望に満ち溢れた明る

い未来の構築に向けて，グローバルな視点で具体的なアプローチをし続けることができる「資

質・能力」としての「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」を備えた子どもた

ちを育てることを目的とし，その教育課程に関する研究開発を行う。

２）本研究においてめざす子ども像及び研究主題

本研究では，めざす子ども像及び研究主題「未来を『そうぞう』する子ども」とし，以下

のように定義する。

未来を「そうぞう」する子ども

希望に満ち溢れた未来を「想像」し，そのような未来を「創造」するために，自分，集

団・人間関係，社会・環境などに対して，グローバルな視点で具体的なアプローチをし続

けることができる「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」を備えた子ども

３）研究の概略

本研究は，「未来そうぞう」という主題に

向けて，「主体的実践力」「協働的実践力」

「創造的実践力」という資質・能力の育成を

目的とし，そのための教育課程及び教育方法，

評価等についての研究開発を行うものである

（図１参照）。以下に，現在の教育現場で求

められるものについて，「資質・能力」「教

育内容」「教育方法」「評価方法」の視点か

ら，現状の分析と先行研究をふまえた上で，

本校が研究開発学校として着目する内容につ

いて示すとともに，本研究の研究仮説につい

て示すことにする。図 1に，本研究の概略と

なる構造図を示した。まずその研究の背景となる，

現代社会が抱える現状及び本校を取り巻く現状の分析について以下に述べることにする。
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２．研究の背景

２）求められる「資質・能力」

現在の教育現場では，以下のような「資質・能力」を育成することが求められている。

①生きる力について

平成 20年度以降の学習指導要領等の改訂のもととなった中央教育審議会答申（平成 20 年

1 月）では，「生きる力」が「変化の激しいこれからの社会を生きるための知・徳・体の『確

かな学力』，『豊かな心』，『健やかな体』のバランスのとれた力」であることが述べられた。さ

らに，平成 24 年の第 2期教育振興基本計画の審議経過報告では，「社会を生き抜く力の養

成」が「自立」，「協働」，「創造」を軸とした生涯学習社会の基盤に位置づけられた。すなわち，

単なる経済社会的な変化への受け身の対応ではなく，多様で「自立」した個人が「協働」す

ることにより，新しい価値や社会の変化自体を「創造」する力の育成が今後の学校教育に期

待されており，それが知・徳・体のバランスのとれた教育課程のもと行われることが，一層

求められる。また，「生きる力」ついては，他者・自然・社会等とのかかわりの中で，体験

活動の充実を図っていくことや主体的，意欲的に学び続ける態度を育むことがつながるもの

であると考えられる。同答申で示される「生きる力」は，OECD のキー・コンピテンシーの考

え方や諸外国で示されている「資質・能力」の観点で行われようとしている教育改革とも共

通するものであると考えられる。

②コンピテンシーについて

「コンピテンシー」とは，知識だけではなく，スキル，さらに態度を含んだ「人間の全体

的な資質・能力」であると捉えられる。この「コンピテンシー」について，その中での特に

主要なものを「キー・コンピテンシー」として OECD の DeSeCo(Definition and Selection 

of Competencies)プロジェクトが定義している。「キー・コンピテンシー」は「グローバル

化と近代化により，多様化し，相互につながった世界において，人生の成功と正常に機能す

る社会のために必要な能力」とされ，「①言語や知識，技術を相互作用的に活用する能力②

多様な集団による人間関係形成能力③自律的に行動する能力④これらの核となる『思慮深く

考える力』」の 4つを挙げている(Rychen & Salganik, 2003)(3)。また，諸外国においても，

イギリスでは「キー・スキルと思考スキル」，オーストラリアでは「汎用的能力」，アメリ

カ等では「21世紀型スキル」を今後の教育において着目するものとして挙げており，世界の

教育が「コンピテンシー」重視の方向で進んでいることが示唆される(4)。

③国立教育政策研究所が整理した資質・能力の構造化のイメージ

日本においても，国立教育政策研究所において，日本の学習指導要領の理念である「生き

る力」を実効的に獲得することを目指し，生きる力を構成する知・徳・体の三要素から，特

に教科等横断的に育成が求められる資質・能力に注目して取り出し，それらを「道具や身体

を使う（基礎力）」「深く考える（思考力）」「未来を創る（実践力）」の三層で構成した資質・能力の

構造化のイメージを提案した(5)。具体的には，「道具や身体を使う」は，言語・数量・情報

を道具として目的に応じて使いこなす力，「深く考える」は，一人一人が自ら学び判断し自

分の考えを持って，他者と話し合い，考えを比較吟味して統合し，よりよい解や新しい知識

を創り出し，さらに次の問いを見つける力，「未来を創る」は，日常生活や社会，環境の中

に問題を見つけ出し，自分の知識を総動員して，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と定義されている。



④文部科学省・教育課程企画特別部会で示された「育成すべき資質・能力」について

文部科学省における教育課程企画特別部会では，育成すべき資質・能力について，「何を

理解しているか，何ができるか（知識・技能）」「理解していること・できることをどう使うか

（思考力・判断力・表現力等）」「どのように社会と関わり，よりよい人生を送るか（学びに向

かう力，人間性等）」という三つの柱で整理しており，教育課程にはこれら三つをバランス

よくふくらませながら，子どもたちが大きく成長していけるようにする役割が期待されてい

るとしている(6)。

以上のことより，今日の教育課程編成にあたっては，「人間の全体的な資質・能力」の育

成を基盤としなければならないと考えられる。そこで本校においても，この「人間の全体的

な資質・能力」としての「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」の育成をふまえて

今後の研究を進めていきたいと考える。

２）ＥＳＤとキャリア教育及びそれらの基盤となる人間関係形成のための教育

しかし，「人間の全体的な資質・能力」が重要であっても，それらを踏まえた上で，社会

全体が今後どのような方向に進むべきかという目的が示されなければ，社会の中で育つ一人

一人が具体的にどのような行動をとればよいのかについて不明確であると考えられる。そこ

で着目したいのが，ESD（Education for Sustainable Development）とキャリア教育並びに

それらの基盤となる人間関係形成のための教育である。

①ＥＳＤについて

ESD は，「持続可能な開発のための教育」であり，「持続可能な社会の担い手を育むため，

地球規模の課題を自分のこととして捉え，その解決に向けて自分で考え行動を起こす力を

身に付けるための教育」(7)である。この ESD には「人格の発達や，自律心，判断力，責任感

などの人間性を育むこと」「他人との関係性，社会との関係性，自然環境との関係性を認識

し，『関わり』，『つながり』を尊重できる個人を育むこと」という二つの観点が必要であ

るとされている。この二つの観点は，DeSeCoプロジェクトの「キー・コンピテンシー」にお

ける「多様な集団による人間関係形成能力」「自律的に行動する能力」と共通するものであり，

ESD が「人間の全体的な資質・能力」の育成と切り離せないものであることが示唆される。

「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」の育成を目指す本研究においても，ESD の

視点を踏まえた学習展開を進めることにする。

②キャリア教育について

また，キャリア教育は，「一人一人の社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる能力

や態度を育てることを通して，キャリア発達を促す教育」(8)と定義されるものである。今日

の社会における刻々と進行する構造的な変化に対応するため，一人一人が明確な目的意識を

もって日々の学校生活に取り組みながら，主体的に自己の進路を選択・決定できる能力を高

め，激しい社会の変化における課題に対応していくことができる社会人・勤労人として自立

するために，このキャリア教育が必要であるとされている。ここで示される「一人一人が明

確な目的意識をもって日々の学校生活に取り組みながら，主体的に自己の進路を選択・決定

できる能力」等についても，「キー・コンピテンシー」や諸外国で重視される「資質・能力」

と共通するものであると考えられ，これは「キャリア教育」における「人間の全体的な資質

・能力」の育成と密接にかかわったものであると考えられ，本研究における「主体的実践力」

「協働的実践力」「創造的実践力」の育成につながるものであると推察される。

③人間関係形成のための教育

ESD とキャリア教育の必要性は先に述べた通りであるが，これらの基盤として重要となっ



てくるのが「人間関係形成のための教育」である。「持続可能な社会の担い手」を育む ESD

においても，「社会人・勤労人としての自立」の目指すキャリア教育においても，「他者や

社会」との関わりは欠かすことのできないものである。「他者とどのように協力していくか」

「他者と共有する課題をどのように解決してくか」「他者とどのように円滑にコミュニケー

ションをはかっていくのか」などの視点をふまえた上で，ESD やキャリア教育にのぞむ必要

があると考えられる。

④本研究におけるＥＳＤとキャリア教育及び人間関係形成のための教育

本研究では，「未来そうぞう」を主題として，「希望に満ち溢れた未来」を構築するため

のアプローチができる子どもの育成を目的としている。この目的を踏まえると，地球規模の

問題を自分のこととして捉えるための ESDと社会的・職業的自立のための能力や態度の育成

を目的としたキャリア教育及びそれらの基盤となる人間関係形成のための教育は「未来そう

ぞう」という主題に向かう視点として重要なものであると考える。本研究における「主体的

実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」を育成するため，ESD とキャリア教育，人間関

係形成のための教育の視点を踏まえた具体的な学習を進めていくことで，「未来そうぞう」

に向けたアプローチを展開していきたいと考えている。

３）研究開発学校における先行研究との相違から見られる本校の研究の特徴

①「資質・能力の育成」に焦点を当てた先行研究について

本研究は，「希望に満ち溢れた未来」へとつなげていくことができる子どもを育成するた

めに，子どもたちの「人間の全体的な資質・能力」をアプローチするものであるが，「資質

・能力」育成に焦点を当てた研究については，先行研究開発校に散見される。

福岡教育大学附属福岡小学校においては，国際社会に通用する人材に必要となる資質・能

力を「人間関係形成力」「基礎力」「論理的」「自己内省力」「意思決定力」としてそれらを育成す

るための新たな領域「生き方」を設定し，平成 27年度より研究を進めている(9)。

また，町田市立鶴川第二小学校においては，「21世紀型能力」の中核となる思考力の育成

を目指し，新教科「21世紀型スキル科」を新設し，それにもとづく教育課程，指導方法及び

評価方法に関する教育開発を平成 27年度より進めている(10)。

上越市立大手町小学校においては，これからの社会を切り拓いていく資質・能力を，「探

究力」「情報活用力」「コミュニケーション力」「創造性」「自律性」「共生的な態度」と設定し，そ

れらを育成するための新たな教育課程の枠組みを構築する研究開発を平成 27年度（延長指

定）より行っている(11)。

本校の研究では「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」という 3つの資質・能力

を設定し，それらを育成するための教育課程を開発していくが，社会を切り拓く子どもを育

成するための「資質・能力」に着目しているという点では，先述の先行研究の視点と同様で

ある。しかし，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」

という視点に基づき，長年にわたって「主体性」「協調性」「創造性」を育成してきた経緯があ

り，「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」育成という本研究を円滑に展開させる

ことができる基盤となりうると考える。また，本校では，これまでにパフォーマンス評価に

ついての研究を進めてきたが，これらの研究基盤を活用し，「主体的実践力」「協働的実践力」

「創造的実践力」という「資質・能力」の育成を目指したい。

②ＥＳＤや「未来」をキーワードとした先行研究について

本研究は，新教科「未来そうぞう科」を核とする研究を展開していくが，ESD の視点に基

づき，「創造」や「未来」，「持続可能な社会」等に焦点を当てた先行研究も散見される。



香川大学教育学部附属高松小学校においては，豊かな人間性と創造性を育むために，新領

域「創造活動」を創設し，多様な集団の中で，「分かち合い，共に未来を創造する子ども」

に向けた教育課程に関する研究を平成 25年度より進めている(12)。また香川大学教育学部附

属小学校では，「創造活動」における評価の視点を定め，評価規準にもとづいた評価活動を

行っている。

新潟市立新潟小学校では，地域社会と一体となって，「持続可能な社会の担い手」を育成

するために新教科「環境コミュニケーション科」を創設し，基礎的資質・技能を育てる教育

課程，指導目標，指導内容，指導方法の研究開発を平成 24年度より行っている(13)。

また，高槻市立第四中学校区の 3校（高槻市立富田小学校，赤大路小学校，第四中学校）

では，小中学校間の連携によって，児童生徒が，今の課題に向き合い，未来をよりよく生き

る力を育てることを目的とし，新領域「いまとみらい科」の開発を軸として，PDCA サイクル

に「S（スタンディング：課題と自分との関係を見つめる）」「R（リサーチ：多様な情報を

精査することで視野を広げる）」を加えた S-RPDCA サイクルを重視して，指導内容と指導方

法の工夫に関する研究を平成 22年度から平成 24年度まで行っている(14)。

本研究は，ESD の視点に基づき，「希望に満ち溢れた未来」へとアプローチすることがで

きる子どもの「資質・能力」を育成することを目的とするが，先行研究の視点を踏まえなが

らも，子どもたちが学習展開の中で，地球規模の課題を自分のこととして捉えることができ

るような，グローバルな視点をもって活動することができるように教育課程を開発すること

で，先行研究の視点をさらに進めていきたいと考える。

また，本研究は未来を「創造」することにアプローチをするという点においても，先行研

究と同様の視点を持つものである。しかし，先行研究との相違の一つとして，「未来そうぞ

う科」という「そうぞう」の表記にも表れているように，「創造」とともに「想像」の視点

を持つものであり，自分たちがグローバルな視点にもとづき「想像」することで，具体的な

アプローチへとつなげていきたい。また，「いまとみらい科」は新領域であるに対し，本研

究における「未来そうぞう科」は新教科として構築する。

表１ 教育の現状と先行研究との比較から見る本研究の概要

教育の現状において
求められるもの

本研究で着目するもの 先行研究より

資質
能力

・生きる力
・キー・コンピテンシー
・「道具や身体を使う（基

礎力）」「深く考える
（思考力）」「未来を
創る（実践力）」の三
層で構成した資質・能
力の構造化のイメージ
（国立教育政策研究
所）

◎主体的実践力
対象に対して主体的，自律的にアプロー
チをすることができる力

◎協働的実践力
多様な集団の中においても，積極的に関
わり協働的にアプローチすることができ
る力

◎創造的実践力
既存の枠組みに捉われることなく，対象
にとって必要なものの創造へとアプロー
チすることができる力

・「人間関係形成力」「基礎力」
「論理力」「自己内省力」「意
思決定力」（福岡教育大学附属
福岡小学校）

・「21世紀型能力」の中核となる
思考力の育成

（町田市立鶴川第二小学校）
・「探求力」「情報活用力」「コ

ミュニケーション力」「創造性」
「自律性」「共生的な態度」

（上越市立大手町小学校）

教育
内容

・ESD（持続可能な開発
のための教育）

・キャリア教育
・各教科・領域

◎ESD 及びキャリア教育をふまえた
新教科「未来そうぞう科」及び
「各教科における『未来そうぞう』」

・「生き方科」
（福岡教育大学福岡小学校）
・「いまとみらい科」
（高槻市立第四中学校区）
・「環境コミュニケーション科」
（新潟市立新潟小学校）

教育
方法

・アクティブ・ラーニン
グ

◎アクティブ・ラーニング
・協同学習・LTD・ICT 活用・探求的な学習
・構成的グループ・エンカウンター

・S-RPDCA サイクル
（高槻市立第四中学校区）

評価
方法

・パフォーマンス評価
・ポートフォリオ評価

◎パフォーマンス評価
◎心理尺度による効果測定

・「創造活動」における評価規準
に基づいた評価活動（香川大学
教育学部附属高松小学校）



図 2 本校の授業実践の様子①

３．本研究における本校の基盤

これらの今後の研究の方向性に向かう基盤としての本校の学校教育目標や過去の教育研究

について以下に示す。

１）本校の学校教育目標について

◎本校の学校教育目標

ひとりで考え ひとと考え 最後までやりぬく子

本校の学校教育目標は「ひとりで考え ひとと考え 最後までやりぬく子」であり，過去

50年以上にわたって同じ学校教育目標にもとづいて教育を進めている。学校教育目標におけ

る「ひとりで考え」は知的好奇心に基づく「主体性」，「ひとと考え」は支え合う「協調性」，

「最後までやりぬく」は自己実現に向かう「創造性」を指すものである。本研究においては，

「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」の 3つの資質・能力を育成することを

目的としているが，これらは本校教育目標を土台とするものである。

２）これまでの研究の経緯

【平成 8年度〜19年度】

本校では，平成 8年度〜19年度には，「豊かな人間性を育む教育過程の創造」や「確かな

学びを創り出す学校」をテーマに，未来に向かって力強く生きていく豊かな人間性をもった

子どもの中に育つ学力を「共創的実践力」（15）とし，「共創的実践力」を育むためのカリキ

ュラムづくりに取り組むとともに，各教科の本質とする態度や能力を育成する授業観や評価

観を共有し合う学校のあり方について研究を進めてきた。

【平成 20年度～21年度】

平成 20年度～21年度には，「平野で育つ学び続ける子ども」をテーマに，「学ぶ態度」

「学び合う力」「自ら学ぶ力」「活かす力」「評価する力」「支える力」という 6つの学力を想定し

て，それらの能力や態度の育成についての研究を進めた。

【平成 22年度～24年度】

また，平成 22年度～24年度には，「学び合い活動を通

して個の考える力を育てる授業づくり」をテーマに，各教

科における学び合い活動のあり方や，評価活動について研

究をすすめた。特に評価活動について，各教科・領域にお

いてルーブリックを作成し，パフォーマンス評価を活用し

た子どもの学びの見取りについて着目した。

【平成 25年度～27年度】

平成 25年度からは，「学びを創り続ける子どもの育成」をテーマに，各教科・領域におい

て，子どもたちが自ら探究的に活動を進めることができる子どもの育成を目標として，その

ための授業のあり方や，そのような授業を作ることができる教師の役割について，さらには

それらの目標に向かうことのできるカリキュラムはどのようなものがふさわしいのかについ

て研究を進めた。



３）学校アンケートから窺うことができるこれまでの研究の成果

本校では，児童の実態を把握するため，平成 19年より学校アンケートを全学年の児童を対

象に行っている。アンケート項目は，「豊かな基礎体験」「学びに向かう力」「自ら学ぶ力」「学

びを律する力」「問題解決力」「社会的実践力」「心の豊かさ」「自己成長力」のという各カテゴリ

ーについてたずねる，計 67項目で構成されている。このアンケートは本校独自のものである

ため，全国平均との比較ができないことに加え，カテゴリーごとの比較をするには妥当性，

信頼性が確認されたものではないなどの問題点があると考えられる。しかし，アンケート調

査以降，すべてのカテゴリーについての得点が上昇しており，本校の研究の成果の一端を伺

うことができる。また，カテゴリーごとの比較では，「自ら学ぶ力」「問題解決力」「社会的

実践力」などに課題を残しており，本研究で育てたい「主体的実践力」「協働的実践力」「創造

的実践力」のアプローチの必要性があることが推察される。

４）これまでの研究をふまえた研究開発として

本校においては教育目標「ひとりで考え ひとと考え 最後までやりぬく子」を基軸とし

て，「未来に向かって力強く生きていく豊かな人間性」を育むことを重視してきていること，

パフォーマンス評価を活用した評価活動に力を入れてきたこと，探究的に活動することを大

切にしてきたことなどの実践基盤及び研究基盤を有している。これら研究の基盤は，本研究

開発で提案する新教科「未来そうぞう科」及び「各教科・領域における『未来そうぞう』」

における教育課程の開発へと円滑につながっていくと考えられる。同時に本校の児童の実態

における課題については，本研究の必要性へとつながるものである。

４．研究の仮説

以上をふまえて，本校の研究の仮説を以下のように定めることにする。

【３つの研究仮説】

◎新教科「未来そうぞう科」及び「各教科・領域における『未来そうぞう』」において，

「希望に満ち溢れた未来」について考えを深め，子どもたちが自ら探究的に学習を進め

ることで，自分たちができる行動へとつなげることができる「主体的実践力」「協働的実

践力」「創造的実践力」を育成することができる。

◎パフォーマンス評価や質問紙調査等を行うことで，新教科「未来そうぞう科」及び「各教

科・領域における『未来そうぞう』」で育成すべき，「主体的実践力」「協働的実践力」「創

造的実践力」及び「主体性」「協働性」「創造性」について評価を行い，その後の学習展開へ

と生かすことができる。

◎「アクティブ・ラーニング」「ＩＣＴ活用」など，教育方法において様々な工夫を行うこと

で，「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」を育成することができる。



５．資質・能力について

１）「希望に満ち溢れた未来」への構築に必要な資質・能力および態度の定義

DeSeCo プロジェクトの「キー・コンピテンシー」や諸外国が重視する資質・能力，国立政

策研究所の「資質・能力の構造化のイメージ」，さらには現学習指導要領で明記されている

「生きる力」などをふまえ，新教科「未来そうぞう科」及び「各教科領域における『未来そ

うぞう』」において育成すべき，「希望に満ち溢れた未来」へと向かうために必要な資質・

能力について， 先述のように本校として以下のように定義する。

主体的実践力……対象に対して主体的，自律的にアプローチすることができる力

協働的実践力……多様な集団の中においても，積極的に関わり協働的にアプローチすること

ができる力

創造的実践力……既存の枠組みに捉われることなく，対象にとって必要なものの創造へとア

プローチすることができる力

また，これらの資質・能力には「態度」を含むものとし，以下の態度を定義する。

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

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

度

創造性……既存の枠組みに捉われることなく，対象にとって必要なものの創造へとアプロー

チしようとする態度

２）中央教育審議会に示された「育成すべき資質・能力」の三つの柱と本校の資質・能力

中央教育審議会の「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）」（平成 28 年 12 月 21 日）では，育成すべき資

質・能力について，「何を理解しているか，何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習

得）」「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考力

・判断力・表現力等」の育成）」「どのように社会と関わり，よりよい人生を送るか（学び

を人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力，人間性等」の涵養）」（16）という三つの

柱で整理しており，教育課程にはこれら三つをバランスよくふくらませながら，子どもたち

が大きく成長していけるようにする役割が期待されているとしている。この三つの柱と，本

校で育成すべき資質・能力の関連を以下に示す。

表２ 中央教育審議会（答申）における「資質・能力」と本校の「資質・能力」の関連

論点整理における「育成すべき資質・能力」 本校で育成すべき資質・能力

「何を理解しているか，何ができるか
（生きて働く「知識・技能」の習得）」

ベースとなる力
各教科・領域で獲得すべき
知識・技能

「理解していること・できることをどう使うか
（未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現
力等」の育成）」 主体的実践力

協働的実践力
創造的実践力

「どのように社会・世界と関わり，よりよい人生を送
るか（学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向
かう力，人間性等」の涵養）」



６．本研究の具体的内容

１）研究の 3つの柱

新教科「未来そうぞう科」及び「各教科・領域における『未来そうぞう』」において，

未来を「想像」し，未来の「創造」に向けて行動することができるカリキュラム作りを

行う。また，新教科「未来そうぞう科」で活用する教科書及びその背景となる学習指導

要領を作成する。

本校では，未来に向かって力強く生きていく豊かな人間性をもった子どもの中に育つ学力

を「共創的実践力」とし，「共創的実践力」を育むためのカリキュラムづくりに取り組んでき

た。また，「学びを創り続ける子どもの育成」をテーマに，主体的，意欲的に学ぶ子どもを

育成することをふまえた研究を進めてきた。これらの研究を基盤として，「自分」「集団・人間

関係」「社会・環境」にとって，希望に満ち溢れた未来とはどういうものであるのか，それら

についてすべてが自分と直接的に関わるもの，すなわち，「自分事」であると捉え，自分が

どのように行動していくことができるのかについて自ら主体的，協働的，創造的に考えるこ

とができる子どもの育成を目的とするカリキュラムづくりを新教科「未来そうぞう科」及び

「各教科・領域における『未来そうぞう』」において行う。新教科「未来そうぞう科」にお

いては，ESDやキャリア教育，人間関係形成のための学習などの視点で，1年生から 6年生ま

での系統性のあるカリキュラムを構築するとともに，新教科「未来そうぞう科」の教科書及

びその基盤となる学習指導要領を作成する。

「希望に満ち溢れた未来」を「想像」及び「創造」することに関わって，育成すべき資

質や能力としての「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」の評価方法を確

立する。

本校の総合的な学習の時間においては「つけたい力及び態度」を子どもたちが自ら設定し，

学習展開の中で自己評価や相互評価，教師からの評価を通じて自分自身の「つけたい力及び

態度」を伸ばしていくという取り組みをこれまでに行ってきている。

本研究では「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」の育成を目的とするが，これ

らの評価方法として「パフォーマンス評価」や「ポートフォリオ評価」を活用する。これら

の評価における信頼性を高めるものとして，「未来そうぞう」というテーマを踏まえて，「資

質・能力」を見取ることができるルーブリックを作成する。

「未来そうぞう」のテーマに基づいて，効果的に学習展開を進めることができるように，

アクティブ・ラーニングや探究的な学習，ICT 活用などを踏まえた新たな教育方法を

確立する。

本校では，これまでに学び合い活動や総合的な時間における探求的な学習などで，子ども

たちは学習対象に自ら積極的にかかわり，協働的な学習活動をふまえて，自己・相互評価や

分析等，より高次の思考活動を行うことができる学習ができるよう研究を深めてきている。

これらは，近年，その重要性が叫ばれている「アクティブ・ラーニング」が目指すところと

本質的に同じものであると考える。

また ICT活用においては，本校ではタブレット端末等を活用し，学習展開の中でより思考

を深めることができる実践を継続してきている。これらの継続的な実践により，本校児童は，

タブレット端末等の ICT機器を活用し，プレゼンテーションソフトを活用してグループで調

べたことを発表したり，探究的な学習の一環として調べ学習を行ったりすることができるス

キルを有していると考えられる。本校でのこれらの研究基盤を踏まえて，「希望に満ち溢れ

た未来」について，アクティブ・ラーニングや探究的な活動，ICT 活用などにより，子ども

たちが主体的，意欲的に活動できるように学習展開を工夫する。



図３ 「希望に満ち溢れた未来」の「想像」と「創造」

２）「未来を『そうぞう』する子ども」の姿

本研究においては，「未来を『そうぞう』する子ども」を育成することを目的としている。

先述のように「未来を『そうぞう』する子ども」については，以下のように定義している。

未来を「そうぞう」する子ども

希望に満ち溢れた未来を「想像」し，そのような未来を「創造」するために，自分自身，

社会，環境などに対して，グローバルな視点で具体的なアプローチをし続けることができ

る「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」を備えた子ども

「今後 10～20 年程度で，アメリカの総雇用者の約 47％の仕事が自動化 されるリスクが高

い」(17)「2011 年度にアメリカの小学校に入学した子供たちの 65％は，大学 卒業時に今は存

在していない職業に就くだろう」(18) などの予測が見られるなど，今の世の中は，未来に対

して見通しを持ちにくい時代となっていると考えられる。

そんな中，「こんな楽しい未来が待っているんだ」「自分は将来こんなことができるんだ」

「将来，きっとたくさんの人と出会うことができるんだ」と，「希望に満ち溢れた未来」を

イメージし，「未来のためにこんな

ことをがんばってみよう」「今のう

ちにこれをしておこう」「一度ため

してみよう」と「希望に満ち溢れた

未来」のために行動できる子どもを

育てたいと考える。これを，「未来

を『想像（イメージ）』し，未来を

『創造（クリエイト）』することが

できる子ども」とし，そのような子

どもたちを育てることができるよう

に研究を進めていきたい。

この「未来を『そうぞう』する子ども」の具体的な姿の例としては以下に示す。

・こんなものがあったら楽しいかもしれない。一度，設計図を作ってみよう。

・○○について調べたけど，こんなにおもしろいとは思わなかった。きっともっとたくさ

んおもしろいことがあるはずだから，さらに調べよう。

・来週の発表会では自分が調べてきたことを堂々と発表したい。そのために発表する内容

をしっかりと頭に入れて自分の言葉で話せるように練習しよう。

・自分はきっともうすぐ○○ができるようになるはずだ。少しでも早くできるようになる

ために，○○をがんばろう。

・大人になって自分の夢を叶えたい。そのために，今から○○について努力をしよう。

・将来，今よりもっとたくさんのことができるはずだ。

・未来は今よりももっともっと楽しくなるに違いない。そんな未来を自分たちが作ろう。

・○○さんはこんな気持ちなのかもしれない。○○さんのために自分はこんなことをして

みよう。

・○○をすればきっと思った通りになるにちがいない。だから○○を続けよう。

将来に対して見通しを持ちにくい今の世の中

未来を「そうぞう」する子ども

こんなに楽しい未来が
待っているんだ

未来のためにこんなこと
をがんばってみよう。

今のうちにこれをしておこう。

一度ためしてみよう。

将来，きっとたくさんの人と

出会うことができるんだ

自分は将来，こんな
ことができるんだ

希
望
に
満
ち
溢
れ
た
未
来



図４ 本研究における学びのプロセス

３）未来を「そうぞう」する子どもを育成するための学びのプロセス

本研究においては，「想像」と「創造」を繰り返しながら，「未来を『そうぞう』する子

ども」を育成するために学びを進めていく。「想像」は，「現状を把握した上で，その現状

がよりのぞましいものへと変容した姿を思い描くこと」と定義し，「創造」は，「現状がよ

りのぞましいものへと変容できるように，新しく行動をおこしたり，新しいものを生み出し

たりすること」と定義する。この「想像」と「創造」は，互いに往還しながらも，より広が

りのある「想像」がより具体的な「創造」につながり，その「創造」がさらなる広がりのあ

る「想像」へとつながっていく，などのようにそれぞれの質を高めながら「未来を『そうぞ

う』する子ども」をめざして進んでいく。

※学びのプロセスにおける「創造」と資質・能力における「創造」の違いについて

本校の学びのプロセスに示す「創造」と，資質・能力において示す「創造的実践力」

及び態度において示す「創造性」に違いについて以下に示す。

学びのプロセスにおける「創造」はあくまでも「想像」と相対する概念であり，「想

像」をふまえて，新しく行動をおこしたり，新しいものをつくったりという動きの総称

とする。一方，資質・能力及び態度における「創造的実践力」や「創造性」は，既存の

枠組みにとらわれずにアプローチすることができる力及び態度であると定義する。

未来を「そうぞう」する子ども

想像(イメージ)
・現状を把握した上で，その現状が

よりのぞましいものへと変容した
姿を思い描くこと。

創造(クリエイト)
・現状がよりのぞましいものへと

変容できるように，新しく行動を
おこしたり，新しいものを生み出
したりすること。

創造

創造

創造

創造想像

想像

想像

想像



図 5 「想像（イメージ）」について

図 6 「創造（クリエイト）」について

４）想像（イメージ）と創造（クリエイト）について

想像・・・現状を把握した上で，その現状がよりのぞましいものへと変容した姿を

思い描くこと

本研究における「想像（イ

メージ）」では， 児童の「こ

れまでに経験してきたこと」

や「感性」「気づき」などを

基盤として，「自分自身・身

近な人たち・社会・立場の違

い・課題」など様々なものが

どのような状況に置かれてい

るのかについて把握すること

を重視したい。この現状把握

をふまえて，それらの状況が，

「希望に満ち溢れた未来」へ

とつなげることができる，よ

りのぞましいものへと変容

した姿を，具体的に思い描くものとする。

創造 ・・・ 現状がよりのぞましいものへと変容できるように，新しく行動を

おこしたり，新しいものを生み出したりすること

本研究における「創造（ク

リエイト）」は，「想像（イメ

ージ）」をふまえるとともに，

児童の「発想」「これまでの経

験」「対象への思い」などを基

盤として，「新しく行動をお

こすこと」「新しいものを生

み出す」こととする。「新し

く行動をおこす」ことの具体

例としては，「自分や対象に

対するアプローチ」を行った

り，「自分と関わる人たちと

のコミュニケーション」を行

ったり，「自分の考えや気付

きの表出」などが考えられる。また，「新しいものを生み出す」ことの具体例としては，「新

しい見方や考え方」や「自分や対象へのアプローチとなる具体物」などを生み出すというこ

とが考えられる。

想像(イメージ)
現状の把握
◎自分や自分が関わろうとする対象が
どのような状況に置かれているかを
把握する。

変容した姿のイメージ化
◎よりのぞましいものへと変容した

姿を思い描く。

・「新しい見方・考え方」の想起
⇒「かかわり方」「アプローチの仕方」など

・「見通し」「ふりかえり」の活動など
を通して

・自分自身 ・身近な人たち ・社会
・立場の違い ・課題 など

これまでの経験
感性・気づき など



７．新教科「未来そうぞう科」を核とした教育課程の開発

１）新教科「未来そうぞう科」について

そこで，「希望に満ち溢れた未来」を構築することができるよう，「自分」，「集団・人

間関係」「社会・環境」などにとって希望に満ち溢れた未来について考え，探究的に具体的

なアプローチをし続けることができる「人間の全体的な資質・能力」を備えた子どもたちを

育てることを目的とし，新教科「未来そうぞう科」を創設するとともに，「各教科・領域に

おける未来そうぞうの時間」を設定し，その教育課程について研究開発を行う。

新教科「未来そうぞう科」は，1・2年においては，「生活科」「特別活動」の時間，3～6

年生においては，「総合的な学習の時間」「特別活動」の時間をもってこれに替える。

また，新教科「未来そうぞう科」のカリキュラムの具体的な学習展開を示すことができる

教科書及びその背景となる学習指導要領を作成する。

新教科「未来そうぞう科」においては，現学習指導要領の「特別活動」「生活科」「総合

的な学習の時間」の時間を充て，それぞれの発達段階に応じて，「自分」「集団・人間関係」

「社会・環境」などにとっての希望に満ち溢れた明るい未来について「想像」し，そのよう

な未来を「創造」するために，グローバルな視点をふまえてどのような行動をすればいいか

ということを探究的に学習することができるカリキュラムを開発する。また「各教科・領域

における『未来そうぞう』」については，各教科・領域における既存の学習指導要領に沿っ

た学習内容を展開する中で，「未来そうぞう」についてアプローチするものとする。

【学習テーマの視点】

① 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。

② 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・共生について）

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。

③ 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。

２）新教科「未来そうぞう科」と「生活科」「総合的な学習の時間」「特別活動」との違い

「生活科」は 1・2年の教科としての位置づけ，「総合的な学習の時間」は 3～6年の領域

としての位置づけであるので，まずこれらを系統性のある学習にするために，１～６年生ま

での一貫カリキュラムで構成された「教科」とした。さらにこの「生活科」「総合的な学習

の時間」に「特別活動」における「学級活動」の時間も加え，それらを統合した形で新教科

「未来そうぞう科」としている。基本的には，従前の「生活科」「総合的な学習の時間」「特

別活動」の時間の学習内容を基盤としたものである。ただし，「生活科」において 9つの内

容が定められているが，現状の「総合的な学習の時間」には内容が定められていないこと，

「特別活動」における「学級活動」においても学習内容は示されているものの，具体的な学



習展開については十分には示されていないことをふまえ，新教科「未来そうぞう科」では，

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「教科」として示していきたい。ま

た，そのような統合的なカリキュラムを通して，「主体的実践力」「協働的実践力」「創造

的実践力」という資質・能力を育成することを目標としていることも，「未来そうぞう科」

の特徴である。

３）未来そうぞう科モジュール

新教科「未来そうぞう科」の一部を毎朝 8:40～8:55 に，一週間の帯の時間であるモジュー

ルタイムとして行うことにする。毎日の 15分間に，「未来そうぞう科」の活動に伴う見通し

やふりかえりなどの機会を継続的に持つことで，アクティブな思考活動ができるようにして

いく。

「未来そうぞう科」では，「イメージする」の「想像」と，「クリエイトする」の「創造」

を繰り返し，往還することを学びのプロセスとしている。また，「未来そうぞう科」は，「生

活科」「総合的な学習の時間」「特別活動」を包括した教科であるので，体験的な学習の場

を重視する。その体験的な場がより充実したものとなるように，その体験的な学習の場への

「見通し」や「ふりかえり」が継続的にできるように，「未来そうぞう科モジュール」の時

間を設定した。「次の活動の時間には，○○○という活動がしたい」「○○○の活動の中で

は，自分は○○をやりとげるんだ」などのように，未来を「想像（イメージ）」できる場と

する。そのためのツールとして「未来ノート」を活用する。

表３ 本校の授業時程

月 火 水 木 金

朝の会 8:30～8:40 全校朝会 学年朝会

8:40～8:55

1
8:55～9:40

2
9:50～10:35

フリータイム 10:35～10:50

3
10:55～11:40

4
11:50～12:35

給食 12:35～13:15

昼休み 13:15～13:35

掃除 13:35～13:50

終わりの会 13:50～14:00

5
14:00～14:45

1～4年
15:10 下校

1～3年
15:10 下校

全学年
15:10 下校

1 年
15:10 下校

1・2年
15:10 下校

6
14:55～15:40 ①委員会

②クラブ
③①でも②でも

ないときは，

教科・領域の時間

下校 16:15 5・6 年下校 16:15

②のときは

4 年も 16:15 下校

4～6年
16:15 下校

2～6年
16:15 下校

3～6年
16:15 下校

未来そうぞう科モジュール



８．各教科・領域における「未来そうぞう」

１）各教科・領域における「未来そうぞう」

と「未来そうぞう科」の関連

各教科・領域においても，「未来そうぞう」

を主題とし，新教科「未来そうぞう科」との

関連をはかりながら，「各教科・領域におけ

る『未来そうぞう』」として，研究開発を進

める。

図 7における「未来そうぞう科」と各教科

・領域が重なる部分は，学習内容や育成すべ

き資質・能力において関わっている部分であ

り，「未来そうぞう科」と「各教科・領域に

おける『未来そうぞう』」を含めて，「未来

そうぞう」をめざすこととする。

２）各教科・領域における『未来そうぞう』の研究主題について

「各教科・領域における『未来そうぞう』については，各教科・領域のカリキュラムに則

りながら，「未来そうぞう」に関わる単元について作成し，学習を展開していく。

各教科・領域における研究主題を表４に示した。

表４ 各教科・領域の研究主題

国語科 「主体的な表現者」を育む文学の授業開発-読みの瞬発力を高める短文教材の発掘-

社会科 社会科における未来そうぞう

算数科 生きる算数の授業づくり

理科
豊かな自然観に基づき，未来を創造する子どもを育てる理科教育

～単元構成の工夫や新単元の開発を通して～

音楽科
音楽的思考力を育成する音楽科の授業デザイン

～創造的音楽活動を実現する日本伝統音楽の授業～

図画工作科 未来そうぞうの素地としての造形活動

家庭科 今ある生活を見つめ直す事から，より良い生活を作りだそうとする子どもの育成

体育科 主体的に運動に親しみ，自分の将来にわたる健康をそうぞうする子ども

道徳 「未来そうぞう科」を核に据えた道徳授業の在り方

外国語活動
英語を使って，主体的に楽しく友だちとコミュニケーションをとることができる

子どもの育成 ～ＥＳＤの視点をベースに～

『未来そうぞう科』

『未来そうぞう』

国語
社会

算数

理科

音楽
図工

家庭

体育

道徳

外国語
活動

図７ 各教科・領域と「未来そうぞう科」の関連



９．学習展開の工夫について

１）アクティブ・ラーニングの実施と検証

「どのように学ぶか」という，学びの質や深まりを重視するため，課題の発見と解決に向

けて主体的･協働的に学ぶ学習として「アクティブ・ラーニング」を充実させる。こうした学

習・指導方法は，知識･技能を定着させる上でも，また，子どもたちの学習意欲を高める上で

も効果的であることが，先行実践の成果から示唆されている(13)。この「アクティブ・ラーニ

ング」の充実により，本研究において育成をめざす「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的

実践力」を効果的に高めることできる一つの視点と成りえると考えられる。そのための指導

の方法等を大学・学部と共同研究を進めながら充実させていく。

２）本研究におけるアクティブ・ラーニング

本研究におけるアクティブ・ラーニングとして，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」をふまえた学習展開を重視する。まず，第一段階として課題解決

にむけて児童が「ひとりで考える」場を設定する。次に，「ひとりで考えたこと」について，

2～4人のグループで「学び合い活動」を行ったり，学級全体で「共有」したりする。「学び

合い活動」については，本校においても平成 18年度から研究を進めてきており，「課題を共

有する場」「課題を追求する場」「課題を解決する場」として「学び合い活動」を設定すること

で，子どもたちはひとりで学ぶときに比べ，課題解決や発展的学習に積極的に取り組むこと

ができると考える 14）。そして，最終段階として，「ひとりで考える」活動と「学び合い活動」

をふまえ，児童がさらなる創意工夫を行い，全体への活動が連鎖していく中で課題を解決し，

達成感へとつなげていく。

本研究においてこれら一連の学習展開を，主体的・対話的で深い学びとしてのアクティブ

・ラーニングの一つの方法として位置づけることができると考える。

図８ 本校の教育目標をふまえたアクティブ・ラーニング

ひとりで考え ひとと考え 最後までやりぬく子

課題解決にむけて
「ひとりで考える」

ひとりで考えたことを
ふまえた
「学び合い活動」

学級全体での「共有」
活動の連鎖

創意工夫 活動の連鎖
課題解決 達成感



３）その他のアクティブ・ラーニングの例

その他のアクティブ・ラーニングの手法については，以下の先行研究を参考に組み立てる

ことにする。

協同学習(19)を基盤とした学習展開

・LTD 話し合い学習法(20)やジグソー学習(21)，知識構成型ジグソー法(22)など

  ※本校においては，「協働」の表記を使用しているが，ここでは先行研究の

   学習方法としての名前であるとし，「協同」の表記とする。

探究的な学習を基盤とした学習展開

  ・PBL（Problem-Based Learning 問題基盤型学習）または（Project-Based Learning

プロジェクト型学習）(23)，総合的な学習の時間における探究的な学習(24)

心理学的アプローチ

  ・構成的グループ・エンカウンター(25)，対人関係ゲーム(26)など

４）ＩＣＴ活用

本校は全普通教室に電子黒板が設置されており，タブレット端末（iPad や iPod touch）を

約 200 台保有している（2016 年 8月時点）。これらの ICT 機器を活用して数年前より「知り

たい内容を調べられるようにする，探究における活用」「調べた内容や資料の視覚化・共有

化における活用」などの視点から，授業での活用を進めてきた。

また，本校は，パナソニック教育財団の特別研究指定校（平成 28・29年度）に認定され，

「BYOD 社会に対応するスマートディバイスの効果的な教育的利用」を主題として現在研究を

進めている。BYOD とは「Bring Your Own Device」の略称で，自身が所有するスマートフォ

ンやタブレットなどの情報端末を業務で利用することを意味する。上記のようなこれまでの

ICT 活用に加えて，1人 1台の学習環境を整えることで，アクティブ・ラーニングの充実や

反転学習などの学習スタイルの広がりへとつなげることができると考える。

これまで行ってきた ICT活用及び本年度より始まった「BYOD 社会に対応するスマートディ

バイスの効果的な教育的利用」の研究は，本研究「未来を『そうぞう』する子ども」につな

がるものであると考える。「1人 1台の ICT 機器を積極的に活用する」ことは「主体的実践

力」へとつながり，「学び合いとしての ICT 活用」は「協働的実践力」へとつながっていく。

さらに「ICT 機器をどのように活用するのか」という視点で考えれば「創造的実践力」にも

つながっていく。ICT 機器の活用は，本研究「未来を『そうぞう』する子ども」の育成を目

的とする学びの中では非常に有効であると考えられる。

これらをふまえて，新教科「未来そうぞう科」及び「各教科・領域における『未来そうぞ

う』の時間」において ICT機器の活用方法や探究方法を探っていきたい。



10．必要となる教育課程の特例

「生活科」「総合的な学習の時間」「特別活動」の全授業時間数を新教科「未来そうぞう

科」に充てる。

１）学校教育法施行規則５０条【教育課程の編成】

表５ 本校が取り組もうとする教育課程の特例と現行の法規による教育課程

本校が取り組もうとする教科・領域 現行の法規による教科・領域

・教科…国語・社会・算数・理科・音楽

図画工作・家庭・体育

・新教科…未来そうぞう

・道徳  

・外国語活動

・教科…国語・社会・算数・理科・生活

    音楽・図画工作・家庭・体育

・道徳

・特別活動

・総合的な学習の時間

・外国語活動

２）学校教育法施行規則 51条【授業時数】

表６ 本校の授業時数と現行の法規による授業時数

本校が取り組もうとする授業時数 現行の法規による授業時数

１

年

２

年

３

年

４

年

５

年

６

年

１

年

２

年

３

年

４

年

５

年

６

年

未来

そうぞう
136 140 105 105 105 105 生活科 102 105 0 0 0 0

道徳 34 35 35 35 35 35
総合的な学

習の時間
0 0 70 70 70 70

外国語活動 0 0 0 0 35 35 特別活動 34 35 35 35 35 35

教科 680 735 805 840 805 805 道徳 34 35 35 35 35 35

外国語活動 0 0 0 0 35 35

教科

（生活科以外）
680 735 805 840 805 805

３）教育課程の特例の必要性

本研究で新設する「未来そうぞう科」は，1年生から6年生までの一貫カリキュラムを目指

すものであり，従来の生活科と総合的な学習の時間，特別活動の学習内容や学習目標を基盤

とした教科とするものである。これにより，「未来そうぞう科」は，生活科・総合的な学習

の時間の70～105時間，特別活動における学級活動の時間の35時間を合わせて，105～140時間

を充てることにする。



11．評価について

１）新教科「未来そうぞう科」におけるパフォーマンス評価

本研究では，「資質・能力」に焦点を当てて研究を進めていくため，評価についてこれを

見取ることが必要となってくる。「資質・能力」を評価するときに注目されているのがパフ

ォーマンス評価である。パフォーマンス評価とは，「ある特定の文脈のもとで，さまざまな

知識や技能などを用いながら行われる，学習者自身の作品や実演（パフォーマンス）を直接

に評価する方法」とされている(27)。具体的には新教科「未来そうぞう科」の各学年における

カリキュラムについて，「主体的実践力」「協働的実践力」「創造的実践力」を見取ることがで

きるルーブリックを作成し，それらに基づいてパフォーマンス評価を行う。

２）新教科「未来そうぞう科」における質問紙調査による効果測定

先述のように，「主体性」「協働性」「創造性」という「態度」については，「主体的実践力」

「協働的実践力」「創造的実践力」に含むものであるが，評価については，「目に見える行動

や行為」として捉えることができる資質・能力と，資質・能力に含まれる態度とは異なる方

法で捉えたい。

「態度」を把握する方法として，心理尺度を活用した効果測定なども有効であると考えら

れる。「希望に満ち溢れた明るい未来」について，直接的に自分自身に関わることとして捉

えること，すなわち「自分事」として考えることができているかどうか，あるいは見通しを

持って考えることができているかどうかについて見取ることができる，信頼性と妥当性を備

えた質問紙調査を行い，効果測定を行うことで，研究の成果を実証していくことにする。質

問紙については，先行研究における自尊感情や自己効力感等に活用される尺度等を参考にし，

本校独自のもの開発し，活用していきたい。

３）「各教科・領域における『未来そうぞう』」における評価

「各教科・領域における『未来そうぞう』」における評価については，各教科・領域の評価

方法に則って行うことを基本とするが，必要に応じて上記の「資質・能力」及び「態度」につ

いて，ルーブリックに基づいたパフォーマンス評価やポートフォリオ評価を行うことにする。

表７ 本研究における評価について

資質・能力 態度

「未来そうぞう科」

主体的実践力

協働的実践力

創造的実践力

パフォーマンス評価

（ルーブリックにもと

づく評価）

主体性

協働性

創造性

心理尺度に

よるアンケート

未来そうぞう科に

おける知識・技能

ポートフォリオ評価

各教科・領域

における

「未来そうぞう」

主体的実践力

協働的実践力

創造的実践力

パフォーマンス評価

（ルーブリックにもと

づく評価）

主体性

協働性

創造性

心理尺度に

よるアンケート

各教科・領域で

育成する力

パフォーマンス評価

（ルーブリックにもと

づく評価）

客観テスト

各教科・領域に

おける知識・技能

客観テスト



12．本研究におけるカリキュラムマネジメント

本研究におけるカリキュラムマネジメントは，田村・本間（2014）のカリキュラムマネジ

メントモデル（28）をふまえ，図９にまとめた。

図９ 本研究におけるカリキュラムマネジメントの構造図

研究主題「未来を『そうぞう』する子ども」を具現化するために，各教科・領域・未来そ

うぞう科における「カリキュラム開発」「育成すべき資質・能力の明確化」「評価活動」につい

て，「P計画」「D 実施」「C 評価」「A 改善」のサイクルを繰り返すことで研究開発を進めていく。

そのサイクルを進めるにあたっては，研究の方向性を示す「研究戦略会議」，研究開発を牽

引していく「研究部」，教職員全体での検討の場となる「研究全体会」，主に教科・領域に

ついての検討を行う「教科部会」，未来そうぞう科についての検討を行う「未来担当者会」

等の役割分担を行う。

また先述のように本校では，「ひとりで考え ひとと考え 最後までやりぬく子」を教育

目標としており，研究開発を進めるにあたりあらゆる場においてこの教育目標を基盤として

進めていくことにする。

さらに本校では，様々な場面で保護者の方々と強く連携をしており，研究開発の方向性を

保護者の方々とも共有することで，教育活動へ参画をしてもらったり，家庭においても本校

における教育内容をふりかえってもらったりすることで研究主題にむけてより進んでいくこ

とができるようにする。また，大阪教育大学とも強く連携し，大学教員による指導助言や連

携をすすめ，本研究を充実させることができるようにしたい。

研究開発におけるＰＤＣＡ

◎各教科・領域・未来そうぞう科における
カリキュラム開発

◎各教科・領域・未来そうぞう科において
育成すべき資質・能力の明確化

◎評価活動の充実

研究主題「未来を『そうぞう』する子ども」の具現化

Ｐ 計画

Ｃ 評価

Ｄ 実施 Ａ 改善

ＰＴＡ
◎家庭教育 ◎教育支援
◎保護者の方々による参画

大阪教育大学
◎大学教員の指導助言・連携
◎教育支援

学校文化 教育目標「ひとりで考え ひとと考え 最後までやりぬく子」を基盤とした教育活動

組織構造（研究開発に向けての役割分担）
研究戦略会議・研究部・研究全体会
教科部会・未来担当者会
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