
教科等横断的な視点での
教育課程の編成

令和元年9月3日（火）

大分県教育庁義務教育課 瀧口 忍

〈本日の内容〉

１ 教育課程の編成について

２ 教科等横断的な視点での教育課程の編成

と実施（カリキュラム・デザイン）



をバランスよく育成するため

の実現に向けた授業改善 と

の充実に努める

資質・能力の三つの柱

主体的・対話的で深い学び

カリキュラム・マネジメント

本日の内容のポイントとなる３つのキーワード



１ 教育課程の編成について

２ 教科等横断的な視点での教育課程の編成

と実施（カリキュラム・デザイン）

本日の内容より



教育課程の編成（解説 総則編 小P17～ 中P17～）

第３章第１節 １ 教育課程の編成の原則

各学校においては、教育基本法及び学校教育法その他の法令
並びにこの章以下に示すところに従い、児童の人間としての調和
の取れた育成を目指し、児童の心身の発達の段階や特性及び学
校や地域の実態を十分考慮して、適切な教育課程を編成するも
のとし、これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。

第１章第１の２

学校の教育活動を進めるに当たっては、各学校において、第３
の１に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
を通して、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、
次の（１）～（３）までに掲げる事項の実現を図り、児童に生きる力
を育むことを目指すものとする。

（※（１）～（３）は「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」）



教育課程の編成（解説 総則編 小P17～ 中P17～）

教育課程を編成する際の確認事項

「教育課程」の目指すところは、「学校教育の目的や目標の達
成」にある

学校が、「児童生徒の及び地域や学校の実態」に応じて、適
切な「教育課程」を編成し、教育を行う

各学校では、編成した「教育課程」に基づき教育活動（授業）を
効果的に展開

「教育課程」編成の基本的な要素は①学校の教育目標の設
定、②指導内容の組織、③授業時数の配当

教科等横断的



教育課程編成のポイント

「教育課程」を意義あるものに
するために・・・

◆各学校が、児童生徒及び
地域や学校の実態に応じ
た適切な「教育課程」を編
成する。

◆各学校において、編成し
た「教育課程」に基づき、
効果的に教育活動（授業）
を展開する。

□学校の「教育目標」は児童生徒、
地域、学校の実態に応じたもの
になっているか。

□学校の「教育課程」は児童生徒、
地域、学校の実態に応じたもの
になっているか。

□日々の「授業」は児童生徒、地
域、学校の実態に応じたものに
なっているか。

➤学校の教育目標と教育課
程はつながっているか

➤教育課程とそれぞれの授
業はつながっているか

・目標や内容の妥当性の検討
・人的・物的体制の確保や有効な資源の活用



教育課程編成のポイント

教育課程の目指すところは、学校教育の目的や目標の達成１

新しい学習指導要領では、「生きる力」とは何かを具体化し、
教育目標や教育内容として明示したり、教科等間のつながりが
わかりやすくなるように示し方を工夫したり…

資質・能力三つの柱

「知・徳・体」のバランスのとれた 「生きる力」の育成

支える



教育課程編成のポイント

教育課程の目指すところは、学校教育の目的や目標の達成１

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

何を理解しているか
何ができるか

生きて働く
「知識及び技能」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

資質・能力三つの柱



教育課程編成のポイント

教育課程の目指すところは、学校教育の目的や目標の達成１

資質・能力
三つの柱

学
校
教
育
目
標

・・

◆ 各教科等の目標を資質・能力の観点から再整理

◆ 各教科等の内容を資質・能力の観点から再整理

・各学校が当面する
教育課題の解決

・各学校としてのねらい



教育課程編成のポイント

学校の教育目標を実現
＝縦のつながりを意識した日々の授業実践が重要

学校の教育目標

育成すべき資質・能力

総
合
的
な
学
習
の

時
間

各教科等

教科の関係性を深めることで効果を発揮



教育課程編成のポイント

教育課程の目指すところは、学校教育の目的や目標の達成１

資質・能力
三つの柱

学
校
教
育
目
標

・・

◆ 各教科等の目標を資質・能力の観点から再整理

◆ 各教科等の内容を資質・能力の観点から再整理

・各学校が当面する
教育課題の解決

・各学校としてのねらい

資質・能力ベースで考えてみる



授業者である先生方が、日々の教育実践と学校として育成を目指す資
質・能力がどのように結びついているのかが見えやすくなります。

学校教育目標の実現

授業 授業 授業 授業

大切なのは、全ての先生方が、学校の教育目標を実現を意識して教育実践
を行い、子どもたちに確実に資質・能力を身に付けさせることです。

教育課程編成のポイント



教育課程編成のポイント

児童生徒や地域の実態応じた適切な教育課程の編成２

学
校
教
育
目
標

・・各学校において、
創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開

編成は全教職員の協力の下に行う
※学級や学年の枠を越え、教師同士の連携や協力がますます重要

学校の「教育課程」は「学校の教育目標の達成」に向け、
効果的につながっているかな？



教育課程編成のポイント

学校が
・創意工夫すべきところと、
・必ずしなければならいことの
確認が必要です。



教育課程編成における確認事項 （小P53～ 中P54～）

今回の改訂で、小学校に「短い時間を活用して行う指導」が追加された以外に大きな変更は
ありませんが、教育課程編成の際には、全教職員で確認しておく必要があります。

・各学校において，年度当初の段階から別

表１に定めている授業時数を下回って教

育課程を編成することは，学習指導要領

の基準性の観点から適当とは考えられな

い。

・左の表の授業時数
小学校の１単位時間は45分。

中学校の１単位時間は50分。

・個々の教科等の授業時数と同様に総授
業時数についてもその確保を図る。

・各学校においては、実際に必要な指導時

間を確保するよう、学年や学期、月ごと等

に授業時数の実績の管理や学習の状況

の把握を行うなど、自ら点検及び評価を行

い改善に努める。

授業時数等の取扱い

【
小
学
校
】

【
中
学
校
】



教育課程編成における確認事項 （小P53～ 中P54～）

特別活動の授業時数

特別活動の授業のうち，児童会活動，クラブ活動及び学校行事については，それらの
内容に応じ，年間，学期ごと，月ごとに適切な授業時数を充てるものとする。

特別活動の年間授業時数＝３５時間 学習指導要領で定める「学級活動」に充て
るものとする。

児童会活動

クラブ活動

学校行事

学校教育法施行規則では、授業時数が定められていない。

→内容に応じ、年間、学期ごと、月ごとなどに適切な授業時
数を充てること。

活動の性質上、学校ごとの特色ある実施が望まれる

どのくらい実施することが求められているのか？

クラブ活動については、平成１０年の改訂において、学校や地域の実情等を
考慮しつつ、学校で適切な授業時数を充てる

字数０（ゼロ）は ×



教育課程編成における確認事項 （小P53～ 中P54～）

授業の１単位時間

各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、各教科等の年間授業
時数を確保しつつ、児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切
に定めること。

各教科の授業の1単位時間は、「各学年及び各教科等の年間授業時数を確保し
つつ、児童の発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して各学校におい
て定める」とされています。

１単位の時間
＝「指導の効果を高める」「教育的配慮に基づく」観点に立って定め
ることが重要。

ただし、総則でいう「年間授業時数を確保しつつ」という意味は、あくまでも授業の１単
位時間を４５分として計算した別表１に定める時数を確保する意味であるため、例えば
１単位時間を４０分とした場合、４５分に換算し直した上で別表１の授業時数をクリアし
ていなければならない。

＜補足＞各教科書会社が発行する教科書は４５分を１単位時間とすることを目安に作成されて
いることにも留意する必要があります。



教科 確 認 項 目 チェック欄

国語 ・毛筆を使った授業時数 （３学年以上･･･３０時間程度）

社会 ・竹島や北方領土、尖閣諸島等の領土の学習を適切に行う

体育
・保健領域に配当する授業時数
（３・４年の２年間で８時間程度 ５・６年の２年間で１６時間程度）

学習指導要領及び移行措置の通知に示されている内容の完全実施！

【小学校】

【中学校】

教科 確 認 項 目 チェック欄

国語
・毛筆を使った授業時数
（１・２年･･･２０時間程度 ３年･･･１０時間程度）

社会 ・竹島や北方領土、尖閣諸島等の領土の学習を適切に行う

保体 ・保健分野に配当する授業時数 （３年間で４８時間程度）

家庭
・「Ａ 家族・家庭と子どもの成長」の（３）ウの内容･･･幼児と触れ合
う活動の実施（困難な場合は視聴覚教材やロールプレイングなど
を活用してかかわり方を工夫する学習）

教育課程編成における確認事項 （昨年度の調査より）



総合的な学習の時間の創意工夫

教育課程編成における学校の創意工夫

各学校が定めることとされている総合的な学習の

時間の目標については、学校の教育目標との関連を

図り、地域の実態に応じてふさわしい探究課題を設

定することができるという

総合的な学習の時間の特質が、各学校の教育目標の

実現に生かされるようにしていくことが重要。



教育課程編成における学校の創意工夫



※ 参考資料：新教育課程説明会資料より

例）修学旅行

課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現

課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現

課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現その土地に行かなければ
解決し得ない学習課題を
生徒自らが設定している

現地の学習活動の計画を
生徒が立てる

見学やインタビューの機会を設けるなど
生徒の自主的な学習活動を保障する

解決できた部分をまとめ，解決できなかった
部分を別の手段で追究する学習活動を行う

総合的な学習の時間の目標や内容に関わらない時間については，総合的な学習の時間に該当しない

探究課題の解決に向かう学習の過程に適切に位置付ける 21

探究課題（例）町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織

修学旅行先の町づくりと
自分たちの地域を比較して

考えを共有して
次の課題を見出す

修学旅行先の町づくりは
自分たちの地域に生かせ
るか？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
修学旅行と関連を図る場合は，その土地に行かなければ解決し得ない学習課題を生徒自らが設定していること，現地の学習活動の計画を生徒が立てること，その上で，現地では見学やインタビューの機会を設けるなど生徒の自主的な学習活動を保障すること，事後は，解決できた部分をまとめ，解決できなかった部分を別の手段で追究する学習活動を行うことなど，一連の学習活動が探究的な学習となっていることが必要です。こうしたことに十分配慮した上で，総合的な学習の時間と特別活動とを関連させて実施することが考えられます。その際，総合的な学習の時間の目標や内容に関わらない時間については，総合的な学習の時間に該当しないことは当然であり，適切な時数が配当されるよう十分に注意しなければなりません。（上記の例では，修学旅行の自主研修を「情報収集」の場として位置付けている）※例えば、宿泊学習などにおいて，「自分たちの地域のよさを発見する」ために，宿泊学習先で現地の人々にインタビューしたり，宿泊学習先の地域を散策し，自分たちの地域と比較するなどの活動を位置付けている場合には，「情報収集」の時間として考えることもできる。ただ単に，宿泊学習や自然体験活動を行ったからといって，総合的な学習の時間として扱うことはできないことに留意する。あくまでも，課題の解決に向かう探究的な学習の過程に位置付いていることが前提である。



（ウ）教育課程の実施に必要な人的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 （内外の教育資源の活用）

学校が必要としている
地域人材（例）

教育課程編成における学校の創意工夫

カリキュラム・マネジメント３つの側面のうちの１つ



１ 教育課程の編成について

２ 教科等横断的な視点での教育課程の編成

と実施（カリキュラム・デザイン）

本日の内容より

まず、教科等横断的な視点での教育課程の
編成についてお話しします。



教科等横断的な視点での教育課程の編成

教科等横断的な視点での教育課程が編成が
求められているのはなぜだろう？

国語

社会

算数

理科
音楽

図工

体育

特活

家庭

総合道徳

子どもの学びは，個別の教科で
閉じるものではなく，相互に関連
付きつながりあっているはず･･･。

「教育課程は全体として児
童生徒の望ましい経験の発
展を目指すものであるから、

教科間の連関を十分に考

慮し、学習内容の重複を
避け、有効で能率的な組織
ができるよう計画しなけれ
ばならない。」



学習指導要領解説総則編（小学校ｐ39～ 中学校ｐ40～）

●「カリキュラム・マネジメントの充実（第１章第１の４）」

カリキュラム・マネジメント とは・・・

学校に関わる様々な取組を、教育課程を中心
に据えながら組織的かつ計画的に実施し、教育
活動の質の向上につなげていくこと

教科等横断的な視点での教育課程の編成



カリキュラム・マネジメントの充実のためには・・・

ア 児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握すること。

イ カリキュラム・マネジメントの３つの側面を通して、教育課程
に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向
上を図っていくこと。

(ｱ)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

（カリキュラム・デザイン）

(ｲ)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
（ＰＤＣＡサイクル）

(ｳ)教育課程の実施に必要な人的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 （内外の教育資源の活用）

以上の３つの側面を通して教育活動の質の向上を図っていくことが重要

教科等横断的な視点での教育課程の編成



【重要】 教科等横断的に育成を目指す資質・能力

教育目標の実現
資質・能力の育成

各教科等で
身に付ける
資質・能力

教科等横断的な
視点に立った
資質・能力

（１）学習の基盤となる資質・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

（２）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応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創造性、持続可能な社会をつくる力
多様な他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力 等



学校の教育目標を実現
＝横のつながりを意識した日々の授業実践が重要

学校の教育目標

育成すべき資質・能力

総
合
的
な
学
習
の

時
間

各教科等

教科の関係性を深めることで効果を発揮

教科等横断的な視点での教育課程の編成



教科等横断的な視点での教育課程の編成

各教科等で行われる一つ一つの単元が、1年間でどのように実施
されるのかを俯瞰し関連付ける単元配列表の活用



教科等横断的な視点での教育課程の編成

田村，2017.9.7 深い学びを実現する教科等別協議会

「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」何をつなぐか？

シンプルにつなぐ
（１）重点化（①中核となる教科等 or ②中心となる能力）
（２）精選（強い関係に限定）

どのようにつなぐか？



月 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

技

術

家

庭

数
学

特
別
活
動

理
科

美
術

社
会

音
楽

総
合

国
語

道
徳

単元の内容を一部抜粋

しています。

○○市の魅力を調べて発信しよう（地域の魅力を探る） ５０時間

・他地域との比較から、地域についての課題意識をもつ。

・地域の「魅力」「課題」について知識を出し合い、共有する。
・地域についての情報を収集する
・自分たちが考える地域の「魅力」と「課題」を分類、整理する

自主、自律
自由と責任

・地域の「魅力」の継承や課題の解決等について関わっている人々から話

を聞く。

・職場体験学習を行う。
・体験活動等から分かったことを整理する。
・発信したい内容を決め、発信の仕方を考える。
・課題解決に向けたアイディアを考える。

・地域の「魅力」や「課題の解決策」を紹介する会を計画する。

・交流会で伝える内容とそれに応じた方法について話し合う。
・交流会を行う。
・１年間の学習を振り返る。

わかりやすく説明しよう

※情報を的確に聞き取る

わかりやすい案内

文を書く

調べたことを報告しよ

う

※レポートにまとめる

話題や方向を捉えて話し

合おう

※グループディスカッション

する

※感じたことを整理する

根拠を明確にして魅力を伝

えよう

一年間の学びを振り返ろう

※ポスターセッショ ンする

詩と音楽とのかかわり

を感じ取ろう

歴史の流れを

とらえよう

材料と加工 調理と食文化

節度と節制 節度と節制

真理の探究
創造

思いやり感謝

公正、公平
社会正義

社会参画
公共の精神

向上心
個性の伸長

希望と勇気
克己と強い意志

ボランティアの意義

学級の諸問題の解決

自己の適正と自己理解

学級組織づくり

学校図書館の活用

職業とは何だろう

働くことの意義

自己の将来設計

冬季休業の計画

伝える目的や条件などを基に、伝える相手

や内容などから主題を生み出し、分かりや

すさと美しさなどとの調和を考え、表現の構

想を練ること。（思・判・表）

職場体験学習や職業人等との関わ

りを通して、働くことの意義について

考える。

学級や学校における生活をよりよくするた

めの課題を見出し、解決するために話し合

い、合意形成を図り、実践すること。（思・

例）地域の食材を

使った調理実習

地域の食文化について理解し、地域の

食材を用いた和食の調理が適切にで

きること。（知・技）
例）地域の木材などを活用し

た製作

例）生活や社会、環境との関わりを踏ま

えて、技術の概念を理解すること。（知・

技）

これまでに調べたり考えたりした地域の

魅力の中から伝えたい内容を焦点化し

てポスターセッションをする。

目的や場面に応じて、日常生活の中から話題を決め、

集めた材料を整理し、伝え合う内容を検討すること。

（思・判・表）

必要に応じて記録したり質問したりしな

がら話の内容を踏まえ、共通点や相違

点などを踏まえて自分の考えをまとめ

ること。（思・判・表）

自分たちで調べた地域の魅

力を書く素材とし、案内文を

書く。

話題や展開を捉えながら話し合

い、互いの発言を結び付けて考え

をまとめること。（思・判・表）

根拠を明確にしながら、自

分の考えが伝わる文章に

なるように工夫すること。

（思・判・表）

相手の反応を踏まえながら、自分の考えが分

かりやすく伝わるように表現を工夫すること。

（思・判・表）

教科等横断的な視点での教育課程の編成



教科等横断的な視点での教育課程の編成

「知識及び技能」，「思考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」

何をつなぐか？

県内小学校の事例より
育成を目指す資質・能力についての
ワークショップを実施

課題（青）カード 長所（赤）カード

知識・技能 ・
・
・

・
・
・

思考力・判断力
・表現力

・ （７枚）
・ （１０枚）
・
・

・
・
・
・

学びに向かう力
・人間性

・
・
・
・

・
・
・
・



ただし、ワークショップをする前に、以下の共通理解が必要です。

学校の教育目標
育成を目指す資質・能力

目指す子供の姿

関係法令
学習指導要領

保護者の願い

子どもの実態

当面する
教育課題

学校や
地域の特性

地域の願い

どのような
教育活動を

どのような
教育資源の活用を

どのように
実施するか

どのように
評価・改善するか

実現に
向けて

子どもの実態のみに目がいきがちな先生方に
学校の教育目標をしっかり確認することが必要です。

教科等横断的な視点での教育課程の編成

学校の教育目標達成の
視点で、子どもの実態を

分析する



本日の内容より

ここからは、教科等横断的な視点での
教育課程の実施（授業改善）について
お話しします。



⇨ 教師が一方的に説明する授業

⇨ 特定の指導の型を目指した授業

⇨ 形式的な対話を取り入れた授業

教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施

まずは、それぞれの授業で、
児童生徒に育成を目指す資質・
能力を確実に身に付けさせるよ
うにすること。



●１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

第１の３の(1)から(3)までに示すことが偏りなく実現される
よう、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら、
生徒の主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善を行うこと。

特に、各教科等において身に付けた知識及び技能を活用した
り、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力や人間性等を
発揮したりして、学習の対象となる物事を捉え思考することに
より、各教科等の物事を捉える視点や考え方（以下「見方・考
え方」という。）が鍛えられていくことに留意し、生徒が各教
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
に創造したりすることに向かう過程を重視した学習の充実を図
ること。

学習指導要領解説総則編（小学校ｐ76～ 中学校ｐ77～）

教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施



主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の三つの視点

① 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関係付けながら、
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「主体
的な学び」が実現できているかという視点

生徒自身が興味を持って積極的に取り組むとともに、学習
活動を自ら振り返り意味付けたり、身に付いた資質・能力
を自覚したり、共有したりすることが重要

② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考え
ること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているかとい
う視点

身に付けた知識や技能を定着させるとともに、多様な表現
を通じて、教員等と生徒や生徒同士が対話し、それによっ
て思考を広げ深めていくことが重要

教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施



主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善三つの視点

③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各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
りすることに向かう「深い学び」が実現できているかという視点

生徒が学びの過程の中で身に付けた資質・能力を活用発揮
しながら物事を捉え思考することを通じて、資質・能力が
さらに伸ばされたり、新たな資質・能力が育まれたりして
いくことが重要

・上記３つの視点は、授業改善の視点としては、それぞれ固有
・学びの過程としては、「一体」として実現されるものであり、

それぞれ「相互に影響し合うもの」であることに留意

重要

教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施



東京大学大学院
秋田喜代美 教授

授業を全部アクティブ・ラーニングにするべきかと
いう質問をよくいただきますが、決してそういうわ
けではありません。

大事なことは探究的に、いわゆる能動的な学習と
して、「授業をどう構築するか」ということだと思い
ます。

能動的な学習として授業を構築するって
どうすればいいのかなぁ。

グループ学習を取り入れたけど「深い学び」に
つながったのかなぁ。

教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施



「アクティブ・ラーニング」とは、学びの構えが能動的
になること。

子どもたちが自ら既有の知識をつないでいく。
（もっているものをつないでいって新たな学びに・・・）

主体的な学習にするために･･･
→生徒の自主性に委ねて学習を進めてみる？

学習成果（資質・能力の育成）につながらない

教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施



対話的な学習にするために･･･
→毎時間グループ学習を取り入れてみる？

生徒にとって意味のある学習となっていない

大切なのは･･･

教師が（ ）を捉え、（ ）
にしっかりと関わり、生徒に求められる資質・能力を
育むために必要な学びの在り方を絶え間なく考え、
（ ）こと。

「学び」の本質 教えること

授業の工夫・改善を重ねる

教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施



付けたい力の明確化

ねらいを達成するために必要なこと（もの）は･･･

必然性のある対話

教材への深い理解

・学習指導要領を読む
・生徒の実態を把握する
（既習事項の確認等）

・教科部会等を活用した
教材研究
（教師もＡＬ）

追究したくなる課題

比べる まとめる 気付く

具体的な評価規準
Ｃ層の生徒への手立て

具体的な学習活動
他教科との関連

教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施



（例）国語科での学びを各教科等での学習に活かす

学習指導要領解説総則編より

「言語能力を支える語彙の段階的な獲得も含め、発達の段階に応じた言語能力の育成が図られ
るよう、国語科を要としつつ教育課程全体を見渡した組織的・計画的な取組が求められる。」

＜生活科のねらい＞
伝えたい3つの「はっ見」について、説明モデルを聞くことや、ワークシートの書き入

れなどを通して活動の見通しをもち、協力して説明を考え練習することができる。

★活用を期待する国語科の学び

・伝えたいことを短いことばで書く。

・説明のしかた（はじめに「何のことについて話すかをはっきり言い、
その後で説明する」）を用いる。

・説明のことば（「はじめに」「つぎに」「おわりに」）を用いる。

育成目指す資質・能力

低
学
年

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等

身近なものごとや経験を表
す語句の量を増やし、話や
文章の中で使うことができる。

身近なことや経験したことの中から、
選んだり順序付けたりして、自分なり
の考えを持つことができる。

自分の考えを伝え、友達の考え
に関心を持つことができる。

活用・発揮



教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施

でも、教科担任制の中学校では、他教科でどんな学びを
しているのか見えにくいし、難しいなぁ・・・。



教科等横断的な視点を取り入れた授業の実施

積極的な
情報発信

この資料は、学年部の先生にも配布してみよう。

・重点化した資質・能力につながるもの
・教科等横断的な資質・能力の育成につながるもの

など



教科等横断的な教育課程の編成・実施

Ｄ実施

Ｃ評価

Ａ改善

Ｐ計画

カリキュラムのＰＤＣＡ

Ｄ実施

Ｃ評価

Ａ改善

Ｐ計画

単元や授業
のＰＤＣＡ

「短期」と「長期」の２つの
ＰＤＣＡサイクルによる
評価・改善が重要です。



＜生活科のねらい＞
伝えたい3つの「はっ見」について、説明モデルを聞くことや、ワークシート

の書き入れなどを通して活動の見通しをもち、協力して説明を考え練習すること
ができる。

★活用を期待する国語科の学び

・伝えたいことを短いことばで書く。

・説明のしかた（はじめに「何のことについて話すかをはっきり言い、
その後で説明する」）を用いる。

・説明のことば（「はじめに」「つぎに」「おわりに」）を用いる。

育成目指す資質・能力

低
学
年

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等

身近なものごとや経験を表
す語句の量を増やし、話や
文章の中で使うことができる。

身近なことや経験したことの中から、
選んだり順序付けたりして、自分なり
の考えを持つことができる。

自分の考えを伝え、友達の考え
に関心を持つことができる。

評価を行う際の留意事項（単元や授業）

（例） 県内小学校で作成している指導案



＜生活科のねらい＞
伝えたい3つの「はっ見」について、説明モデルを聞くことや、ワークシートの書き入

れなどを通して活動の見通しをもち、協力して説明を考え練習することができる。

★活用を期待する国語科の学び

・伝えたいことを短いことばで書く。

・説明のしかた（はじめに「何のことについて話すかをはっきり言い、
その後で説明する」）を用いる。

・説明のことば（「はじめに」「つぎに」「おわりに」）を用いる。

育成目指す資質・能力

低
学
年

知識及び技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等

身近なものごとや経験を表
す語句の量を増やし、話や
文章の中で使うことができる。

身近なことや経験したことの中から、
選んだり順序付けたりして、自分なり
の考えを持つことができる。

自分の考えを伝え、友達の考え
に関心を持つことができる。

授業の評価とカリキュラムの評価を
混同しないことが重要です！

評価を行う際の留意事項（教科等横断的な教育課程）



〇〇小学校 ◯年◯組 ◯◯科 学習指導案

１、単元名

２、単元の目標

３、単元設定の理由
(1) 児童観
(2) 教材観

（3） 指導観

４、単元の評価規準

５、単元の展開

６、本時案

※ 教科等横断的な視点で育む資質・能力

例えば、他教科（国
語科）のどの単元で身
に付けた、どの資質・
能力との関連を図るの
かを指導案上で見え
る形にしておくと、授業
後の協議が深まり、カ
リキュラムの改善につ
ながっていきます。

教科等横断的な教育課程の編成・実施



ＰＤＣＡを効果的にかつ・効率よく回すためには･･･

協働性

情報の風通しをよくすること

お互いの実践をオープンに開いて学び合うこと

教科等横断的な教育課程の編成・実施

確実に記録に残すこと



資質・能力
の育成

手立て

カリキュラム・
マネジメント

主体的・対話的で
深い学び

教科等横断的な教育課程の編成・実施



おわりに・・・

カリキュラム・マネジメントはそんなに難しいことで
はない。
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