第４回 全国小学校キャリア教育研究協議会＜西日本：滋賀県大津大会＞

大会テーマ

ともにつなげる！子どもと「未来」

「今」を見つめ、地域とともに「未来」へつなげる子どもの育成
～すべての教育活動を通して育むキャリア教育～

【令和３年度滋賀県小中学校教育研究会キャリア教育部会合同研究発表大会】
研究主題「児童生徒の発達段階に応じた主体的な学びを育む・系統的なキャリア教育の在り方」

【令和３年度滋賀県学びに向かう力推進事業（幼小連携・接続）公開研修会】
研究主題「自ら学び、未来を生き抜く瀬田北っ子の育成」～地域と共に、幼小が一体となり子どもの育ちを支える～

期日

令和３年 11 月５日(金)

会場

滋賀県大津市立瀬田北小学校

滋賀県小学校教育研究会キャリア教育部会

全国小学校キャリア教育研究協議会
～～～瀬田の唐橋～～～

御

礼
西日本：滋賀県大津大会 大会委員長
滋賀県小学校教育研究会キャリア教育部会長
山元 千惠子（大津市立瀬田北小学校校長）

「第４回 全国小学校キャリア教育研究協議会研究大会 西日本大会―滋賀大会―」の
研究紀要を、滋賀県小中学校教育研究会キャリア教育部会よりお届けさせていただきま
す。本研究会は２０１４年に発達段階に応じた体系的なキャリア教育を研究するため設置
され、
「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」をテーマに掲げ活動して参りました。
コロナ禍の影響は大きく、会場校となった大津市立瀬田北小学校でも思い描くような研
究が進められませんでした。しかし「学びが止まりそうになっても、研究の熱が止まらな
いよう人と人とがつながろう」という思いを持ち、教育課程の見直しや様々な研修を行
い、工夫を重ねてきました。引き続き「将来の夢や可能性を広げる力をもつ子供の育成」
にあたりながらキャリア教育の充実に努めたいと考えております。
私たちの歩みは遅々たるものではありますが、会
員一丸となって研究推進に努めたいと考えておりま
すので、今後とも皆様のご指導をよろしくお願いい
たします。
大会でご講演をいただく橋本祥夫先生をはじめ、
京都市小学校生き方探求・キャリア教育研究会の皆
様には全国組織の発足以来、多くのご示唆とご指導
をいただいて参りました。この場をお借りして心よ
り感謝申しあげます。また、ご支援いただきました
関係者の皆様にも感謝申しあげ、御礼とさせていた
だきます。

第４回

全国小学校キャリア教育研究協議会＜西日本：滋賀県大津大会＞

令和３年度 滋賀県小中学校教育研究会キャリア教育部会合同研究発表大会
令和３年度 滋賀県学びに向かう力推進事業（幼小連携・接続）公開研修会

西日本：滋賀県大津大会

要項

令和３年１１月５日 発行
編集人兼発行人

発

行

全国小学校キャリア教育協議会会長

三浦清孝

西日本：滋賀県大津大会委員長

山元千惠子

全国小学校キャリア教育研究協議会
〒606-0021 京都市左京区岩倉忠在地町５

TEL:075-721-5618 FAX:075-722-0690

-1-

-2-

目

次

◆はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

◆祝

辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２

◆目

次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

◆大会要項
○研究テーマ、主催等、日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○会場案内
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○留意事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４
５
６

◆開催次第＜午前の部＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

◆講演資料
○京都文教大学
○瀬田南小学校

准教授 橋本祥夫 氏・・・・・・・・・・・・・・・・・
８
校長 小野澤稔香 氏・・・・・・・・・・・・・・・・ １４

◆ポスター発表概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

◆開催次第＜午後の部＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９
◆公開授業指導案
○１年「生活科」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０
○５年「学級活動」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４
○６年「総合的な学習の時間」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８
◆瀬田北小学校の取組
○キャリア教育推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２
○幼小連携・接続（学びに向かう力推進事業） ・・・・・・・・・・・・ ４８
◆滋賀県小中学校キャリア教育部会の取組
○「夢中になって未来を考える子どもたち」 ・・・・・・・・・・・・・
○秦荘東小学校 『キャリア教育実践記録』 ・・・・・・・・・・・・・
○小学校部会これまでの取組
・・・・・・・・・・・・・・・・・
○滋賀県のキャリア教育の歩み
・・・・・・・・・・・・・・・・・

-3-

５２
５５
５６
５８

§１ 大会要項＜テーマ、主催、日程＞
第４回全国小学校キャリア教育研究協議会 西日本：滋賀県大津市大会
ともにつなげる!子どもと「未来」

大会テーマ

「今」を見つめ、地域とともに「未来」へつなげる子どもの育成
～すべての教育活動を通して育むキャリア教育～

滋賀県小中学校教育研究会キャリア教育部会

研究主題

「児童生徒の発達段階に応じた主体的な学びを育む・系統的なキャリア教育の在り方」

滋賀県令和３年度学びに向かう力推進事業（幼小連携・接続） 研究主題
「自ら学び、未来を生き抜く瀬田北っ子の育成」
～地域と共に、幼小が一体となり子どもの育ちを支える～

主催 滋賀県小学校教育研究会キャリア教育部会
共催 滋賀県教育委員会

滋賀県教育研究会

後援 大津市教育委員会

一般社団法人滋賀県教育会

協力 滋賀県中学校教育研究会キャリア教育部会
主管 大津大会実行委員会

日

全国小学校キャリア教育研究協議会

時

公益財団法人日本進路指導協会
大津市教科等領域別研究部会キャリア教育部会

（事務局：大津市立仰木の里小学校 山岸

077-572-1910 ）

令和３年１１月５日（金） 受付９：１５～ 開会９：４５ 閉会１６：００

9:159:45

9:4510:00

受付

開会
行事

10:00-11:20

11:30-12:00 12:10-13:30

講演１

講演２

京都文教大

瀬田南小

橋本祥夫

小野澤稔香

准教授

校長

13:30-14:15

公開授業
昼食休憩
１年生活科 尾木琴未 研究
ポスター閲覧
５年学活 北尾卓也 発表
午後受付
６年学活 上野詩歩
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15:5016:00

14:25-15:50

研究
協議

指導
助言

閉会
行事

大会要項＜会場案内＞
○開閉会式行事、講演会、研究協議会、ポスター発表掲示
・・・・ 体育館
○公開授業
生活科授業 １年４組
・・・・・・南校舎１階１年４組教室
同 LIVE 視聴会場
・・・・・・北校舎１階オープンスペース①
学級会活動授業 ５年４組
・・・・・南校舎２階５年４組教室
同 LIVE 視聴会場
・・・・・・北校舎２階オープンスペース②
総合的な学習の時間授業 ６年５組・・・北校舎３階６年５組教室
同 LIVE 視聴会場
・・・・・・南校舎３階オープンスペース④
○昼食・休憩場所
・・・・ 体育館、家庭科室、理科室
（予備会場：図工室、音楽室 当日ご案内します。
）
★授業参観では、教室への入
室者数を制限させていただき、
OS での LIVE 視聴との入れ替
わりをお願いする予定です。ご
了承ください。

★公開授業学級以外の児童は
給食後下校します。たいへん多
くの児童が下校します。移動さ
れる際は距離をとっていただき、
接触を避けるようお願いいたし
ます。

★昼食（お弁当など）のご用意
ができません。会場校周辺に
は、少し移動が必要ですが、コ
ンビニエンスストアやレストラン
等があります。
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大会要項＜留意事項等＞
新型コロナウイルス感染症対策等のお願い
感染症対策のため、以下の内容にご協力をいただきますようお願いします。
何かお困りの場合は近くの係の者にお声をおかけください。
① マスクを持参、着用をお願いします。
② 個人でご使用になる上履きのご持参をお願いしておりますが、退出の際のお
忘れや取り違えなどないよう、ご自身で管理をお願いいたします。
③ 入校される際は、受付等にて、検温と手指消毒へのご協力をお願いします。
④ 体調管理には十分にお気をつけください。発熱、風邪症状等ある方は参加を
ご遠慮いただいております。気分が優れない場合や変調を感じられた場合は、
お申し出ください。
⑤ 研修中は、特に体育館、オープンスペースでは、換気のため窓や扉を開放す
ることとなりますが、暖房設備がありませんので、防寒等にご留意ください。
特別教室は、ガスエアコンによる空調も使用できます。
⑥ 昼食は、体育館、家庭科室、理科室でお取りください。人数によっては、他
の教室も用意します。
⑦ 研修中の、身体的距離の確保や会話を控えることなど、各自で感染症予防対
策に心がけて行動されるようお願いします。
⑧ 会場では、示された導線経路、教室以外の立ち入りはご遠慮ください。また、
参加者証（名札）を着用し、児童とは距離をとるようご配慮の上、声かけ・
インタビューなどもご遠慮ください。
⑨ 所属校での研修活用など限定的に利用される場合を除き、児童の姿や個人が
特定される作品等を撮影した画像や動画は、断り無くご利用になることはご
遠慮ください。また、それらの画像や動画は SNS などには掲載しないようお
願いいたします。
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§２ 開催次第＜午前の部＞
開

式

９：４５

司会：大会運営事務局長

１

はじめに

全国小学校キャリア教育研究協議会会長
京都市立岩倉北小学校長 三浦 清孝 氏

２

祝辞

滋賀県教育委員会 教育長 福永 忠克 氏

３

来賓紹介

大津市教育委員会

教育長 島崎 輝久 氏

滋賀県中学校教育研究会会長
高島市立安曇川中学校長 藤原 浩之 氏
全国小学校キャリア教育研究協議会前会長
京都市学びの街生き方探究館企画推進室
主任専門主事 林
久徳 氏
滋賀大学教育学部学校教育教員養成課程
教育心理実践専攻 教職大学院
教授 若松 養亮 氏

講

演

１

１０：００

講師紹介：大会運営委員長

「幼・小・中・高・特別支援学校の連携に基づく，キャリア教育の実践的な指導のあ
り方について」
京都文教大学こども教育学部こども教育学科
准教授 橋本 祥夫 氏

講

演

２

１１：３０

講師紹介：大会運営委員長

「環境に主体的に関わる力を育む フローティングスクール学習」
滋賀県立びわ湖フローティングスクール前所長
大津市立瀬田南小学校長 小野澤 稔香 氏
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§３ 講演資料

幼・小・中・高・特別支援学校の連携に基づく、キャリア教育の実践的な指導のあり方

京都文教大学
准教授 橋本 祥夫

１ なぜキャリア教育が必要なのか
ICT 教育、英語教育など、学校現場では〇〇教育と呼ばれるものが多数存在し、先生方は、
それらの教育をこなすことに精一杯という状況ではないでしょうか。そうした中で「キャリア
教育もしなければならないのか」、
「なぜキャリア教育は必要なのかが分からない」という声も
聞こえてきます。その理由としては、キャリア教育は他の〇〇教育と比べて、何をどうすれば
いいのか、何を目的にすればいいのか、どう評価すればいいのかが分かりにくいということが
あります。それはなぜでしょうか。
教育現場に求められる様々な〇〇教育は、現代社会に対応するために必要な「今」を見据え
た教育です。例えば、ICT 教育は日々の学習で活用するし、英語教育は学習したことがすぐに
使えることが求められます。教師としては指導する内容が明確だし、児童生徒もできたかどう
かがすぐにわかります。それに対してキャリア教育は、将来に対応するために必要な「未来」
を見据えた教育です。10 年後、20 年後の将来に備えて、今何をするべきか、どういう力をつけ
ておくべきかを考えるのがキャリア教育です。先のことは分からないし、今のことで精一杯と
いうのが教師や児童生徒の本音ではないでしょうか。しかし、子供たちが成人し、社会に出て
活躍する 10 年後、20 年後を見据えた時、今こそキャリア教育が重要だと思います。
急激に変化する時代の中で、学校教育では、一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性
を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しな
がら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる
ことができるよう、その資質・能力を育成することが求められています。
今後の社会状況の変化を見据え、初等中等教育の現状及び課題を踏まえながら新しい時代
の学校教育の在り方について中央教育審議会において審議を重ねている最中、世界は新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大という危機的な事態に直面しました。感染状況がどうなるの
かという予測が極めて困難な中、学校教育を含む社会経済活動の在り方をどうすべきか、私
たちはどう行動するべきか、確信を持った答えは誰も見いだせない状況が我が国のみならず
世界中で続いています。
「予測困難な時代」であり、新型コロナウイルス感染症により一層先
行き不透明となる中、私たち一人一人、そして社会全体が、答えのない問いにどう立ち向か
うのかが問われています。目の前の事象から解決すべき課題を見いだし、主体的に考え、多
様な立場の者が協働的に議論し、納得解を生み出すことなど、正に新学習指導要領で育成を
-8-

目指す資質・能力が一層強く求められていると言えます。
しかし、学校現場では、評価しにくい資質・能力よりも、測定しやすい知識・理解に重点
が置かれがちです。高度経済成長期以降、義務教育に加えて、高等学校教育や高等教育も拡
大し大衆化する中で、一定水準の学歴のみならず、
「より高く、より良く、より早く」といっ
た教育の質への私的・社会的要求が高まるようになりました。このような中で、学校外にも
広がる保護者の教育熱に応える民間サービスが拡大するとともに、経済格差や教育機会の差
を背景に持った学力差が顕在化しました。経済至上主義的価値観の拡大の中で学校をサービ
ス機関としてみる見方も強まっているという指摘もあります。
教師は、子供たちの主体的な学びや、学級やグループの中での協働的な学びを展開するこ
とによって、自立した個人の育成に尽力してきました。その一方で、我が国の経済発展を支
えるために、
「みんなと同じことができる」
「言われたことを言われたとおりにできる」上質
で均質な労働者の育成が高度経済成長期までの社会の要請として学校教育に求められてきま
した。そうした中で、「正解（知識）の暗記」の比重が大きくなり、
「自ら課題を見つけ、そ
れを解決する力」を育成するため、他者と協働し、自ら考え抜く学びが十分なされていない
のではないかという指摘もあります。
平成 28 年中教審答申においては、子供たちの現状を踏まえれば、子供一人一人の興味や関
心、発達や学習の課題等を踏まえ、それぞれの個性に応じた学びを引き出し、一人一人の資
質・能力を高めていくことが重要であり、各学校が行う進路指導や生徒指導、学習 指導等に
ついても、子供一人一人の発達を支え、資質・能力を育成するという観点からその意義を捉
え直し、充実を図っていくことが必要であるとされています。また、特に新学習指導要領で
は、「個に応じた指導」を一層重視する必要があるとされています。
全ての子供に基礎的・基本的な知識・技能を確実に習得させ、思考力・判断力・表現力等
や、自ら学習を調整しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するためには、教師が支
援の必要な子供により重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現することや、子供
一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提
供・設定を行うことなどの「指導の個別化」が必要です。
基礎的・基本的な知識・技能等や、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学
習の基盤となる資質・能力等を土台として、幼児期からの様々な場を通じての体験活動から
得た子供の興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、探究において課題の設定、情報の
収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、教師が子供一人一人に応じた学習活動や学習課
題に取り組む機会を提供することで、子供自身が、学習が最適となるよう調整する「学習の
個性化」も必要です。
以上の「指導の個別化」と「学習の個性化」を教師視点から整理した概念が「個に応じた
指導」であり、この「個に応じた指導」を学習者視点から整理した概念が「個別最適な学
び」です。
これからの学校においては、子供が「個別最適な学び」を進められるよう、教師が専門職
としての知見を活用し、子供の実態に応じて、学習内容の確実な定着を図る観点や、その理
解を深め、広げる学習を充実させる観点から、カリキュラム・マネジメントの充実・強化を
図るとともに、これまで以上に子供の成長やつまずき、悩みなどの理解に努め、個々の興
味・関心・意欲等を踏まえてきめ細かく指導・支援することや、子供が自らの学習の状況を
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把握し、主体的に学習を調整することができるよう促していくことが求められます。
さらに、
「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないようにすることが重要です。こ
れまでも、探究的な学習や体験活動などを通じ、子供同士で、あるいは地域の方々をはじめ
多様な他者と協働しながら学習することが行われてきました。あらゆる他者を価値のある存
在として尊重し、様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることがで
きるよう、必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」をさらに充実させることが重要で
す。
また、特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する教育に関し、我が国の学校において
特異な才能をどのように定義し、見いだし、その能力を伸長していくのかという議論はこれ
まで十分に行われていない状況にあります。例えば、単純な課題は苦手だが複雑で高度な活
動は得意など、多様な特徴のある児童生徒が一定割合存在するなかで、学校内外において、
このような児童生徒を含め、あらゆる他者を価値のある存在として尊重する環境を築くこと
が重要です。これまでの学校教育では、得意なことを伸ばすよりも、苦手なことを克服する
ことに重点が置かれがちですが、キャリア教育の視点からは、一人一人の自己実現を図るた
め、個性の伸長により、得意なことを見つけてそれを伸ばす教育が一層重視される必要があ
ります。
２ 幼児教育におけるキャリア教育
幼児教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものです。また、学校教育の始ま
りとして幼稚園では、義務教育及びその後の教育の基礎を培うことを目的としています。幼
児教育施設で育まれてきた資質・能力を、小学校教育を通じてさらに伸長していくために
は、幼児教育施設と小学校の教職員が子供の成長を共有するなどの連携を図るとともに、小
学校ではスタートカリキュラムも活用しながら幼児教育と小学校教育との接続の一層の強化
を図る必要があります。幼稚園等の幼児教育が行われる場において、小学校教育との円滑な
接続により、質の高い教育が提供され、良好な環境の下、身近な環境に主体的に関わり様々
な活動を楽しむ中で達成感を味わいながら、全ての幼児が健やかに育つことができます。
幼児教育においては、
「できなかったことができる」という成長の喜びが重要です。それは
キャリア教育の原点でもあります。小学校以降の学校教育でもそうした意識を大切にしてい
きたいものです。
３ 義務教育におけるキャリア教育
社会が劇的に変化し先行き不透明な時代だからこそ、人材育成の基盤である義務教育は一
層重要な意義を持ちます。児童生徒の資質・能力の育成に当たっては、幼児が主体的に環境
と関わり、直接的・具体的な体験を通して豊かな感性を発揮したり好奇心や探究心が高まっ
たりしていくなどの幼児期の学習を小学校以降にもつなげていくことが重要です。
学習指導要領において育成を目指す資質・能力のうち、
「学びに向かう力、人間性等」につ
いては、主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制
する力、よりよい生活や人間関係を自主的に形成する態度等を育成することとされていま
す。また、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業
的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動
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を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ることとされています。
学びに向かう力の育成は幼児期から成人までかけて徐々に進んでいくものですが、初期の
試行錯誤段階を経て、様々な学びの進め方や思考ツールなどを知り、経験していくことが重
要です。とりわけ小学校中学年以降、学習の目標や教材について理解し、計画を立て、見通
しをもって学習し、その過程や達成状況を評価して次につなげるなど、学習の進め方を自ら
調整していくことができるよう、発達の段階に配慮しながら指導することが大切です。ま
た、中学校以降において、多様な学習の進め方を実践できる環境を整えることも重要です。
授業改善に当たっても、学習の進め方（学習計画、学習方法、自己評価等）を自ら調整する
力を身に付けさせることを一つの柱として行うことが考えられます。また、学校の授業以外
の場における学習の習慣や進め方についても視野に入れ、指導を行うことが重要です。
キャリア教育と他の〇〇教育との違いは、その計画や評価は教師ではなく、子供たち自ら
ができるようにするということです。教師はそれを支援する立場であり、決めるのは子供た
ち自身です。なぜかと言えば、自分の将来は自分で決めるものだからです。
キャリア教育の充実に当たっては、小学校から高等学校までを通じ、各教科等での指導を
含む学校教育全体でその実践を行いつつ、総合的な学習の時間において教科等を横断して自
ら学習テーマを設定し探究する活動や、特別活動において自らの学習状況やキャリア形成を
見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価する学習活動などを充実し
ていくことが求められます。この中で、キャリア・パスポート等も活用し、児童生徒が自覚
するまでに至っていない成長や変容に気付いて指摘したり、一人一人が自らの成長を肯定的
に認識できるように働きかけたりするなど、教師が対話的な関わりを持ち相互作用の中でキ
ャリアを創り上げていくことが不可欠です。
児童生徒一人一人の資質・能力を伸ばすという観点から、新たな ICT 環境や先端技術を最
大限活用することなどにより、基礎的・基本的な知識・技能や言語能力、情報活用能力、問
題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力の確実な育成が行われるとともに、多様
な児童生徒一人一人の興味・関心等に応じ、その意欲を高めやりたいことを深められる学び
が提供されます。
４ 高等学校におけるキャリア教育
各高等学校においては、選挙権年齢や成年年齢が 18 歳に引き下げられるなど、生徒が高等学校
在学中に、主権者の一人としての自覚を深めることを含め、自立した「大人」として振る舞える
ようになることが期待されています。学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会
的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力や、地域の課題等についての認識を深め、
その解決を社会の構成員の一人として担う等、社会の形成に主体的に参画するために必要な資
質・能力を身に付けられるよう、初等中等教育段階最後の教育機関として、高等教育機関や実社
会との接続機能を果たしています。
そのなかで、各高等学校においては、多様な生徒の興味・関心や特性、背景を踏まえて、特
色・魅力ある教育活動が行われるとともに、特別な支援が必要な生徒に対する個別支援が充実す
ることが必要です。また、地方公共団体、企業、高等教育機関、国際機関、NPO 等と連携・協働
することによって地域・社会の抱える課題の解決に向けた学びが学校内外で行われ、生徒が自立
した学習者として自己の将来のイメージを持ち、高い学習意欲を持って学びに向かっていくこと
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が大切です。学校と社会とが連携・協働することにより、多様な生徒一人一人に応じた探究的な
学びが実現されるとともに、実社会での課題解決に生かしていくための教科等横断的な学びが提
供されます。
さらに、高校教育を取り巻く状況をみると、産業構造や社会システムが「非連続的」とも言え
るほどに急激に変化しており、少子化の進行によって、高等学校としての教育的機能の維持が困
難となっている地域・学校も生じているなど社会経済の有り様を踏まえた高等学校の在り方の検
討が必要です。高等学校は初等中等教育段階最後の教育機関として、高等教育機関や実社会との
接続機能を果たすことが求められています。また、選挙権年齢や成年年齢が 18 歳に引き下げられ
ることなどを踏まえ、生徒が高等学校在学中に主権者の一人としての自覚を深めていくための学
びが求められています。このため、高等学校においては、社会経済の変化を踏まえながら、自己
のキャリア形成と関連付けて生涯にわたって学び続けていけるよう、義務教育段階での取組をよ
り発展させる形で、学びに向かう力の育成やキャリア教育の充実を図ることが必要です。実社会
での問題発見・解決に生かしていく視点から生徒が自らテーマを設定し、学習を進めるために
は、生徒が地域や産業界、大学などと多様な接点を持ち、社会的な課題や現在行われている取組
などについて学ぶことが必要です。生徒が多様な機会を得ることができるよう、社会全体で取組
を進めることが求められます。
このように、幼児教育から小学校、中学校、高等学校、大学・社会といった段階を通じ、一貫
して、自らの将来を見通し、社会の変化を踏まえながら、自己のキャリア形成と関連付けて学び
続けていくことが大切です。

５ 特別支援教育におけるキャリア教育
幼児教育、義務教育、高等学校教育の全ての教育段階において、障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）や、今般の高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（バリアフリー法）の改正も踏まえ、全ての子供たちが適切な教育を
受けられる環境を整備することが重要です。
こうした重要性に鑑み、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けら
れる条件整備が行われており、また、障害のある子供の自立と社会参加を見据え、一人一人
の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級による指導、
特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備が
なされています。
特別支援教育は、障害のある子供の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するとい
う視点に立ち、子供一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上
の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。また、特別支
援教育は、発達障害のある子供も含めて、障害により特別な支援を必要とする子供が在籍す
る全ての学校において実施されるものです。
特別支援学校におけるキャリア教育では、学校で学ぶことと社会との接続を意識させ、一
人一人の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育み、キャリア発達を
促すことが重要です。そのため、早期からのキャリア教育では、保護者や身近な教師以外の
大人とのコミュニケーションの機会や、自己肯定感を高める経験、産業構造や進路を巡る環
境の変化等の現代社会に即した情報等について理解を促すような活動が自己のキャリア発達
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を促す上で重要であることから、その実施に当たっては、地域の就労関係機関との連携等に
よる機会の確保の充実が必要です。特別支援学校においては、特に高等部において社会的・
職業的な自立は切実な問題です。「この子が一人で生きていけるのか」という切実な思いのも
と、先生方は生徒に指導しています。キャリア教育は生きていくために必要だということで
す。しかしそれは、通常学級の児童生徒であっても大切な意識だと思います。
６ 外国人児童生徒へのキャリア教育
外国人児童生徒等が自己肯定感を高め、将来のキャリアや職業、生活などに夢や希望を持
って学習を続けられるようにするためには、高等学校・大学等への進学や就職等の進路選択
を支援することが重要です。教育委員会・学校が関係機関と連携し、高等学校における日本
語指導等の体制構築や、中学校・高等学校段階の外国人生徒等に対する進路指導・キャリア
教育の取組が進められるよう、文部科学省が実施する補助事業を継続するとともに、地方公
共団体における活用を促進することが必要です。
また、高等学校において外国人生徒等に対する指導・支援を円滑に実施するためには、小
学校・中学校段階でどのような指導を受けてきたのかを把握することも重要です。このた
め、小・中・高等学校が連携し、外国人児童生徒等のための「個別の指導計画」を踏まえて
必要な情報を整理し、情報共有を図るよう促すことが望ましいです。
これまで述べてきたように、子供たちの未来を切り開いていくために必要な教育がキャリ
ア教育です。予測困難な今後の社会を見据えた時、「キャリア教育も必要」ではなく「キャ
リア教育こそ必要」なのです。

参考・引用 中央教育審議会答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き
出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」令和 3 年 1 月
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環境に主体的に関わる力を育むフローティングスクール学習

大津市立瀬田南小学校
校長

小野澤 稔香

びわ湖フローティングスクール前所長（H30・R 元年度）

「びわ湖フローティングスクール」は、滋賀県が所有する学習船「うみのこ」で県内の小学
5 年生全員を対象に一泊二日の宿泊体験学習を行う事業です。昭和 58 年の就航から令和 3 年 8
月までに、585,000 人あまりの児童が乗船し、琵琶湖の環境について学んだり、寄港地を見学
したり、ふるさとを湖上から展望したりといった本物体験をしてきました。
大きな特色としては、①県内の小学 5 年生（約 14,000 人）全員を対象としていること（特
別支援学校、国立、私立、外国人学校も含む）
、②必ず複数の学校が一緒に乗船し、学校の枠を
越えた混合班で体験学習をすること等が挙げられます。
※令和２年度および３年度は、コロナウイルス感染症対応のため日帰り航海で実施しています。

びわ湖フローティングスクールは、当時の青少年の非行の状況を教育の危機として受け止め
る中、昭和 57 年 3 月県議会において、
「青少年の健全育成について、最近における非行の増加
と低年齢化・一般化の傾向に対処するため、その背景にある子どもの甘えや大人の過保護など
を見直し、厳しい生活体験と集団訓練によりたくましい少年作りをすすめるため」に、「滋賀
県立びわ湖フローティングスクール事業の設置および管理に関する条例」が議決され誕生しま
した。学習船の建造には、次に挙げる「船の教育的機能」を学校教育に取り入れようとするね
らいがありました。
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（１）船は人を鍛える・・・・・・・・狭い船内で工夫・我慢・ゆずり合い
（２）船は規律を教える・・・・・・・生命を守るためのルール
（３）船は心と心を通わせる・・・・・人との出会い、挨拶、交流
（４）船は人の視野をひろげる・・・・湖の中からふるさとを展望、琵琶湖との出会い
（５）船は「夢とロマン」を与える・・まだ見ぬ世界へのあこがれ、冒険心の喚起

当初は生徒指導的なねらいを持ち、学校教育の一環として誕生したびわ湖フローティングス
クール事業ですが、琵琶湖で発生した「赤潮」
「アオコ」
、琵琶湖を守るための「せっけん運動」
等、環境問題に対する県民意識が高まるなか、「環境学習船」としての役割も担うようになっ
ていきました。その時、その時代に即したプログラムを開発・導入しながら、びわ湖フローテ
ィングスクールは 39 年目の航海を、平成 30 年 6 月に就航した 2 代目「うみのこ」で実施して
います。
学習船「うみのこ」で航海する 2 日間を含む、航海前から航海後までの一連の学習過程を一
つの単元と捉え、複数の同時乗船校が一貫したびわ湖学習のテーマを設定し、探究的・協働的
な学習を通して「びわ湖について語り、びわ湖への深い愛着を持つ子」の育成に取り組んでい
ます。
航海中２日間の主な日程（コロナ前の標準的なスケジュールです）
【１日目】

【２日目】

９：３０ 乗船

６：００ 起床、身辺整理

１０：００ 開校式、避難訓練

７：００ 朝のつどい

１２：００ 昼食、船内見学

７：３０ 朝食

１３：３０ 寄港地活動、船内活動

９：００ 船内活動、寄港地活動

１７：００ 夕食、シャワー

１２：００ 昼食

１９：００ 「湖の子」夕べ

１３：３０ まとめ、荷物整理

２０：３０ 就寝準備

１４：００ 「うみのこ」掃除

２２：００ 就寝

１５：００ 閉校式、下船

※「寄港地活動」
・・・カッター活動、長浜タウンウォークラリー、施設見学 等
※「船内活動」
・・・・びわ湖学習、交流活動、ロープワーク 等
＊「びわ湖学習」
・・・プランクトン観察、魚の採捕体験、透視度調べ
水の汚れ回復実験、水中カメラによる湖底の観察
深層水調べ、稚魚の放流体験、ヨシの活用体験

等

地方自治体自らが船を所有し、船の教育的機能を小学校の教育課程に明確に位置付け、学校
教育の一環として船内での湖上宿泊体験学習を実施していることが評価され、平成 24 年には、
内閣府より第 5 回海洋立国推進功労者表彰を受賞しました。
びわ湖フローティングスクールホームページ
URL：https://uminoko.jp/
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←ぜひご覧ください

＜メモ欄＞

シトラスリボンプロジェクト
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§４ ポスター発表概要
１

「瀬田北小学校キャリア教育の取組」
大津市立瀬田北小学校 山元 千惠子
古くからの町並みと伝統を大切にしつつ、一方で住宅地域としての開発も進む新しい風景が
混在する大規模な学校にあって、
「コミュニティスクール」の機能を生かした地域・近隣校
園との連携や「伝え合う力を育む授業作り」等を学校づくりの重点として経営しながら、つ
ながる絆と多様性の尊重を意識した児童の主体的な学習を推進するため、キャリア教育の視
点を生かしてさまざまな取り組みを展開しています。

２

「滋賀県小学校教育研究会キャリア教育部会これまでの事業取組」
小学校部会事務局
滋賀県中学校教育研究会キャリア教育部会から、のれん分けいただく形で、平成２６年に滋
賀県小学校教育研究会に加わった小学校部会のこれまでの取り組み紹介をします。まずはキ
ャリア教育への基礎的理解と取組方を学びながら、各支部の組織づくりと人材育成を期待し
て研究を推進してきました。教科指導の中のキャリア教育から、小中一貫の取組、地域資源
を生かした取組など、さまざまな方法を交流してきました。

３

「第６学年

国語科 世界を救うアクションプラン！」
東近江市立能登川東小学校 岡田 直也

６年生国語科「世界に向けて意見文を書こう」の学習です。世の中に浸透してきて、子ども
たちも聞いたことのあるＳＤＧｓを題材に学習を進めました。１７ある目標から自分が興味
のあるテーマを選び、自分の考えに説得力を持たせる資料を探しました。そして、友だちと
活発に意見を交流させながら説得力のある意見文を完成させていきます。国語科の文章の書
き方を学ぶ学習ですが、自分たちが生きる未来を想像し、一貫して「自分たちの力で世界を
変えられる」という思いをもちながら、自分たちで学習計画をたて、最後には市長に意見を
聞いてもらうというゴールに向かって夢中になって取り組みました。

４

「第６学年

総合的な学習の時間 未来プロジェクト～生き方を考える～」
東近江市立山上小学校 四家 真人

卒業を目前に控えた６年生の子どもたちが、中学校での自分の姿を描きながら将来について
考えました。今まで自分が歩んできた軌跡をふり返り、自分が好きなことや得意なこと、自
分のまわりの人たち、今まで身につけた力などを多角的に捉えて、未来マップをつくりまし
た。好きなことを職業にしたいという思いを持つ子、自分の得意なことから将来への視野を
広げる子、まわりの大人を見て将来を考える子、こんなふうに生きたいななど、多様な思い
が見られました。自分を知る、好きなことをとことん追求する、それぞれの活動に夢中にな
って取り組む、中学校入学を目前にした子どもたちの姿がありました。

- 17 -

５

「外部講師を活用したキャリア教育」
愛荘町立秦荘東小学校 野村 亘
まず、子どもたちにアンケートを取り、関心がある職業を調べた。そして、滋賀県学習情報
提供システム『におねっと』を活用し、いろいろな職業の方に講師依頼をお願いした。仕事
のやりがいやきっかけ、その職業に就くまでの進路を教えて頂いた。また、それらと合わせ、
自分の好きなこと、得意なこと、苦手なことなど自身についてふり返ったり、興味のある職
業を本やインターネットを活用して調べたりしていった。学習を進めていく中で、中学３年
生の人にも、話を聞いてみたいという声もあり、インタビューをし、進路の決め方について
話を聞いた。そして、最後に『キャリアプランニング』を作成し、学習のまとめを行った。

６ 「甲南中学校の「関係性の貧困」に向けた基礎的・汎用的能力の育成アプローチ」
中学校部会事務局
甲南中学校の学校教育目標は「未来を担う社会人としての基礎を身につけた生徒の育成～生
徒の主体的な活動を基盤として～」である。この学校教育目標実現をめざし、カリキュラム・
マネジメントの観点から、「関係性の貧困」を課題とする生徒の実態を踏まえ、コミュニケ
ーション能力、人間関係調整能力の向上を具体的な目標とし、修学旅行での「発信」を核と
した取り組みやグループワーク「結幸タイム」の取り組みを実践してきた。

７ 「ふるさとに「誇り」を持ち、地域で活躍・貢献する児童・生徒の育成を目指して」
中学校部会事務局
「中主学区」では、キャリア教育ではぐくむ能力「基礎的・汎用的能力」を常に意識した教
科指導、体験活動の推進を進めてきた。さらに、その取組を「地域学校協働活動」
、そしてコ
ミュニティスクールへと歩みを進める実践を 10 年にわたって行っている。
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§5 開催次第＜午後の部＞
公開授業

１３：３０ ～

１４：１５

１

１年４組

生活科
授業者

２

５年４組

学級活動（３）ア 「学級（学校）のために、自分ができることを考
えよう～１１月の目標を立てよう～」
授業者
教諭 北尾 卓也

３

６年５組

総合的な学習の時間 「学校をよりよくしよう」
～これが瀬田北の進む道～
授業者
教諭 上野 詩歩

研究協議会
１

研究発表

２

研究協議

３

指導助言

「こんなことできるよ！パワーアップ１年生」
教諭 尾木 琴未

１４：２５ ～

１５：５０

司会：事務局研究担当

大津市立瀬田北小学校 研究推進部

京都文教大学こども教育学部こども教育学科
准教授 橋本 祥夫 氏
全国小学校キャリア教育研究協議会
前会長 林
久徳 氏
滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課
指導主事 川村 友子 氏
指導主事 森井 貴士 氏
閉

式

１５：５０ ～

１

あいさつ

２

次回開催紹介

１６：００

司会：大会運営事務局長

開催校代表 滋賀県小学校教育研究会キャリア教育部会
部会長 山元 千惠子
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§６ 公開授業指導案

第１学年

生活科学習指導案
日 時：令和３年１１月５日（金）
場 所：１年４組 教室
指導者：尾木 琴未

１．単元名 「こんなことできるよ！パワーアップ１年生」
生活科 第 1 学年 内容（9） 自分の成長
２．指導によせて
（１）児童の実態
１年４組の児童は明るく素直な児童が多い。何事にも興味を持ち、学習活動にも意欲的に取り組む
ことができる。これまで幼小連携の事業を通じて、瀬田北幼稚園年長組の園児と交流を重ねてきた。
図画工作科の学習「お話を絵にしよう」では同じ絵本を題材にしていたことがきっかけでお互いの描
いた絵を写真で見せ合って交流し、体育科の学習「かけっこをしよう」ではにじ組の園児を小学校の
校庭に招待し、一緒に 50ｍを走るという時間をもつことができた。そういった経験や手紙でのやり
とりを通して本学級の児童はにじ組の園児を身近に感じるとともに、自分たちが瀬田北小学校の先輩
なのだという気持ちを強く持っている。今まで築き上げてきた関係の集大成として、本単元では来年
入学するにじ組のみんなに「小学校の楽しさを伝えられるような発表会をしよう」というめあてを設
定した。児童がよく知っている相手を意識しながら、さらに意欲的な気持ちで取り組むことを通して、
自分自身が成長していることや様々な人が自分の成長を支えてくれていることに気付く姿を引き出
せると考えている。

（２）題材設定の理由
本単元は幼稚園児との交流や発表会を通して、児童自身が自分の成長を実感することをねらいとす
る。単元や学習活動の構成にあたっては、発表会を通してにじ組の園児との関係を豊かにさせたいと
考える。特に、相手を思い、相手の立場になって準備する過程を大切に扱いたい。互いのことを考え
ながら関わる中で得られる達成感や成就感、
「自分はこんなことができるようになったんだ」
「もっと
やりたいな」という自信や意欲は、これからの生活を豊かに広げていくことにつながると考える。ま
た、本単元を通して自分を見つめ、周りにいる人たちの支えがあることにより今の自分がいることに
気付き、学校生活だけでなく家庭生活の中で家の人にしてもらっていることにも目を向けさせ「自分
のことは自分でする」自立心を育てられるような学習にしたい。

本単元で育てたい自立心
生活上の自立・・・家庭生活の中での自分の役割に気づき、実践する力
学習上の自立・・・自分の意見や考えを先生や友だちに認めてもらうことでできないことをできるように工夫
したり、最後までやり抜く力

精神的な自立・・・幼稚園の頃や入学したての自分を振り返り、自分自身の成長に気付くことができる力
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３．単元目標
来年度入学してくる幼稚園の園児に対して学校生活や家庭生活で自分ができるようになったことを
発表する活動を通して、過去と現在の自分を比較し、自分自身が成長していることや友だちや家族が自
分の成長を支えてくれていることに気付くとともに、これからの期待をもって意欲的に生活できるよう
にする。

４．評価規準
ア

知識・技能

イ

活動を通して、自分自身が成長して
いることや様々な人が自分の成長

思考・判断・表現

活動を通して、過去と現在の自
分を比較している。

ウ

主体的に学習に取り組む態度

活動を通して、これからの期待
をもって意欲的に生活しようと
している。

を支えてくれていることに気付い
ている。

５．単元の計画（全１４時間）
第一次

【本時１２時間目】

いまのじぶんをみつめよう（２時間）

☆思い出す⇒気付く

活動内容

教師のねらう活動の姿

予想される子どもの思い

教師の手立て

１小学校に入学する前

・入学前の自分や幼

・幼稚園の時のことが

・子どもたちが入学前

にタイムスリップ！

稚園での出来 事を

小学校入学前の自分

思い出そうと する

を想起し、今の自分

姿

と比べる。

いように幼稚園の先

はドキドキしていた

生に協力してもら

な。

い、実際に幼稚園に

くさんの場面 を思
い出そうする姿

あけよう

行く。

・幼稚園と小学校はこ

・今の自分との違い
に気づく姿

らの出来事を振り返

の自分を想起しやす

・ 小学校に入学する時

・季節や行事などた

２成長のたからばこを
小学校に入学してか

なつかしいな。

んな所が違うな。
・小学校に入学してか

・小学校の入学時の
写 真 や 今ま で の作
品などを見せる。

り返るとともに、今の

・自分ができるよう

ら今までこんな勉

・小学校に入学して

自分を見つめ直しで

になったこと や自

強をしたな。こんな

か ら 勉 強し た 学習

きるようになったこ

分の成長に気 付く

ことができるよう

の 中 身 や作 品 を子

とを考える。

姿

になったな。

どもたちに見せる。

第二次

こんなことできるようになったよ（５時間）

☆気付き⇒自分の言葉⇒伝え合う⇒気付き

活動内容

教師のねらう活動の姿

予想される子どもの思い

教師の手立て

３・４ できるようになった

・第一次の活動を振り

・家や学校でこんなこ

・いきなりクラスみん

ことを考えよう！

返りながら、自分が

とができるように

なの前で発表するの

学校生活や家庭生活

できるようになっ

なったな。

ではなく、まずは小

の中で自分ができる
ようになったことを
まとめる。

たことに気付く姿
・自分の成長を自分の
言葉でみんなに
伝えようとする姿
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・一人でできるように

グループの中で友だ

なったことがたく

ちに伝えられるよう

さんあるよ。

にする。

５

・小グループやクラ

・できるようになった

・自分の言葉で話すこ

小グループで自分が

スの中で友だちの

ことをみんなに自

とが難しそうな子ど

できるようになった

発表を聴き友だち

まんしたいな。

もには教師もグルー

ことを伝え合う。

の良さやすごさに

友だちと伝え合おう

・クラスのみんなはど

気付く姿
６・７クラスみんなで伝え

んなことができる

・自分の成長を通し

ようになったのか

合おう

て、身の周りの支え

自分ができるように

てくれている人た

・〇〇さんはあんなこ

なったことをクラス

ちの存在に気付く

とができるように

全員で伝え合う。

姿

なったんだ。すごい

な。

な。

プに入り、橋渡しを
する。
・自分ができるように
なったことを伝えや
すくするために ICT
を活用する。
・発表者に対して質問
したり感想を伝えた

り意見交流をす る

時間をとる。

第三次

パワーアップ発表会をしよう（本時５／7 時間）

☆整理する⇒発表⇒気付きの変化

活動内容

教師のねらう活動の姿

予想される子どもの思い

教師の手立て

８発表する方法を考え

・どのように発表すれ

・できるようになった

・幼稚園の先生を招

よう

ば相手によりよく伝

ことをみんなの前

待し、発表会を見て

できる よう に なっ た

わるか意見や考えを

でやってみせたい

もらう。

ことを 来年 入 学し て

出し合う姿

な。

・ビデオ撮影をし、園

くる幼 稚園 の 園児 に

・自分ができるように

・幼稚園の子たちに小

向けて、どのように発

なったことをみんな

学生はすごいんだ

表するのか考える。

の前で発表する姿

よ！って伝えたい。 ・できるようになっ
・どうやって発表した

9・10・11

ら伝わるかな。

発表の準備をしよう

・何を準備したらいい

発表のためにグルー

かな。

プで準備をしたり、

・グループで役割分担

練習したり、リハー

を考えよう。

サルをする。
12・13 発表会をしよ

らうことを伝える。
たことが伝わ りや
すいようにな るべ
く具体物を使 って
発表させる。
・教室だけでなく、オ
ープンスペー スも
使うことで発 表の

★幼稚園の園児に向け

う（本時）

て発表することを通

発表をする。

して、自分の成長や

14 学習全体を

児には後日見 ても

★発表会に向けて練
習したいな。

幅が広がるよ うに
する。

★幼稚園の子たちに

・単元の振り返りで

小学校の楽しさも

は今までの活 動の

伝えたいな。

様子を動画で見せ、

役割に気付く姿

振り返ろう
学習のふり返り

自分の成長に 改め

をする。

て気づかせる。
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６．本時の目標
・入学してから自分ができるようになったことや小学校の楽しいところやよいところを、年長
組の園児に発表する活動を通して、入学すると今を比べて自分自身の成長や、それを支え
る周りの人の存在に気付くことができる。
７．本時の評価規準
●入学する前と今を比べて自分自身の成長や、それを支える周りの人の存在に気付いている。
8．本時の学習（１２／１４時間目）
学習活動
１．今までの学
習を振り返
り、発表会
を す る 目
的・発表会
の約束など
を 確 認 す
る。

□教師の働きかけや支援

〇評価規準

●予想される児童の姿

□今までの学習の足跡を掲示する。
●自分が入学してからできるようになったこと
を見せたいな。
●来年入学してくる年長組さんたちにこんなこ
とできるようになるよ！小学校は楽しいよ！
って教えてあげたい。
□本時のめあて、発表会の約束を確認する。
めあて： しょうがっこうのたのしさが

つたわるようなはっぴょうかいをしよう
２．各グループ
に分かれて
発表をす
る。

３．振り返り
をする。

□子どもたちで進められるように、あらかじめ
司会役を決めておく。

○発表の仕方を考えて工夫
したり、聞きたいことを友

□発表が終わるごとに、友だちに聞きたいこと
や感想を伝え合う時間をとる。

だちに聞いたりしながら
年長組の園児に向けて小

●どうやってできるようになったの。

学校の良さを伝えようと

●コツがあれば教えてほしいな。

している。

●一人でできるのすごいな。

【思考・判断・表現】

□今日の発表会の様子を想起しやすいように、

○入学する前と今を比べて、

動画や写真を見ながら振り返りをする。
●友だちといっしょにがんばったから、こんな
ことができるようになったよ。
●にじ組さんやほし組さんにも小学校の楽しさ
が伝わったかな。
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自分自身の成長や、それを
支える周りの人の存在に
気付いている。
【知識・技能】

５年４組

学級活動指導案
日 時：令和３年１１月５日（金）
場 所：５年４組 教室
指導者：北尾 卓也

１．題材 「学級（学校）のために、自分ができることを考えよう～１１月の目標を立てよう～」
学級活動（３）ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成
２．指導によせて
（１）児童の実態
児童は目の前にあることに一生懸命になることができ、出された課題などについても粘り強く
考えられる。日々の授業の中では、児童同士の関わりをできるだけ多く設定してきたことで、児
童の関係は良好である。
目の前にあることや言われたことに対して、積極的に動く姿がたくさん見られる。その一方で、
見えないものや言われていないことに対して自分から行動を起こすことは苦手である。何を目標
にどのような方法で頑張れるのかまで具体的に示さない限り、力を発揮できない児童が多い。
１学期には、自分で目標を設定することはできても、
「人にやさしくする」
「一生けん命にがん
ばる」「高学年として下学年の見本となる」のように具体的な行動を示していない目標であった
り、大きすぎて何を意識していいのか自分でもわからなかったりする目標を立てる児童が多かっ
たが、「この１週間で、ぞうきんを真っ黒にする」のように少しずつ具体的な表現ができるよう
になってきた。そして目標に対して行動できる児童も増えてきている。また、困っている児童が
あれば助け合える積極性も出てきた。支え合うことまでできる関係に高まりつつあると感じてい
る。高学年の生活にも慣れ、委員会活動やクラブ活動で引っ張っている姿を見ることも増えてき
ている。係活動にも熱が入るようになり、朝の会や帰りの会で係活動から学級全体にお願いした
いことを伝える姿も多く見られるようになってきた。自分たちで何かやりたいという気持ちが少
しずつ前に出るようになってきている。
（２）題材設定の理由
本学級の児童は、何か目標を立てて、そこに向かって行動していくことが苦手である。しかし、
これからの児童の成長を考えると、その計画を自分で立てて効果的に振り返る力は重要である。
本題材では、身近な目標を立てることから始めて、抽象的な目標ではなく、具体的な目標を立
てる力がつくことをねらいとしたい。また、何かの目標に対して自ら主体的に行動する力を養っ
ていけると考えた。さらに、この時期にこの本題材を取り扱うことで、より具体的な行動に向け
た目標を立てる力をつけ、６年生までの道のりを自己決定できるようになっていってほしいと考
えた。
１学期には、こちらから提示した目標について自分なりに行動を起こすことを意識するような
環境を整え、学校生活を送ってきた。２学期からは１週間ごとに目標を立てて振り返る活動を始
めた。１週間ごとの振り返りと、１ヶ月ごとの振り返りに分けて活動していく。
１週間ごとの振り返りでは、自分の行動を意識して過ごしたり記録したりする習慣をつけるこ
とと、振り返りを受けて次の行動が決定できる機会を少しでも増やすことをねらいとした。１週
間の振り返りは帰りの会の中で時間を設けて行い、同じ班の児童同士でその目標にした理由を交
流した。１ヶ月ごとの振り返りでは、児童自身がどのような理由でそういった行動をとってきた
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のか、自分の歩んできた道をまとめて友だちに伝え合い、自分の成長してきた過程を確認しつつ、
次なる目標が設定できることをねらいとした。３学期は、３学期を通しての長期目標を立てる計
画である。そこで、児童自身が自分の行動をより具体的に想像し、考えた言葉を行動に移せる目
標となるよう、本題材では「具体的」という言葉を鍵として展開することとした。
３．評価規準
よりよい生活や人間関係を築 集団の一員としての話合い活動や 主体的に生活や人間関係をよりよ
くための知識・技能

周囲の思いや考え方、その

実践活動を通した思考・判断・表現 くしようとする態度

自己の役割を果たすことの意

現在および将来への目標を設

意見の背景にあるものを理解 味の大きさを考えて、学校のため 定し、自らの成長を振り返り、将
し、自らの現在及び将来への に友だちや他学年の児童と協力 来の自分のために取り組んでみ
具体的な目標に向かって、協 して最後までやりとげようとし ようと実践している。
働的な取り組み方を理解して ている。
いる。

４．事前・事後の指導
ア：１学期（４月〜７月）
１学期には、いいと思ったことを積極的に行えるように意識して声をかけてきた。具体的には
◎いいと思ったことは自分の判断で行えるように声かけしてきた。
◎後ろの黒板や掲示板はみんなの思いを伝える場所であり、自分たちで何を掲示するのか、
どう掲示するのか一緒に考えてきた。
◎感想や考えを書く時には、何がどうなのかを詳しく書けるように具体例を示したり児童の
感想を取り上げたりしながら指導してきた。
１学期には、今日の目標として朝の会に頑張ってほしいことをこちらから伝え、帰りの会でそ
のことについてどうだったのかふり返る時間をとるなどして、児童の成長をこちらから伝えるよ
うな形でふり返ってきた。また、良いと思ったことについて自分の判断で行動できる児童が増え、
良い雰囲気のまま１学期を終えることができた。
イ：２学期（９月〜１２月）
２学期から行った「成長ノート」では、短期的な目標を立てて振り返ってきたが、児童の目標
の立て方がまだまだ抽象的であった。
「あいさつをがんばる」
「忘れ物をしない」というような目
標が多く、児童も漠然と目標を持っているだけだった。そこで次のように指導した。
① ９月下旬から
振り返りの時間を使い具体的な目標の立て方を実際の目標を例に挙げながら考えた。

② １０月から
目標シートを少し変更。しかし大きな枠で用意した「できたこと」への書き込みはあまりできな
かった。そこで、曜日ごとの区切りをつけた。また、９月の軌跡をふり返る時間を学級活動の枠
で行った。お互いにどんな理由で目標を立てたのか聞き合うことで、目標の立て方が具体的にな
ることをねらい授業を行った。目標の数が増えたり児童たちの言葉の幅が広がったりしたことで
自分の目標に向き合いやすくなった。

こちらから提示した課題について取り組む１学期であったが、２学期からは、自分で目標を
決め自分で振り返りができる力がつくことをねらいとして取り組んできた。
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１０月使用の成長ノート

９月使用の成長ノート

ウ：３学期（１月〜３月）
「成長ノート」を週間目標だけでなく、月間目標を付け足す。月間目標は１・２・３月の計
３ヶ月。３つの目標を達成して６年生へとつなげていきたい。そのため、児童にも６年生に向
けた３つの目標を立てさせ、どの順番で目標としていくのかを考えさせる。それと今までの「成
長ノート」も継続して行っていく。最終的には、キャリアパスポートの５年生の振り返りにお
いて、自分が歩んできた道のりを自分の言葉で話せるようになっていてほしい。友だちと互い
に共有し合うことで、自分の成長を感じ、自己有用感を高めていき、６年生でも具体的な目標
を立ててそこへ向かっていける力をつけさせたいと考える。

３学期の成長ノート（予定）

３学期の月間目標シート（予定）
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５．本時のねらい
・お互いに伝え合い聞き合うことで、思いを持って目標を立てられるようになる。
６．本時の展開
学習活動

指導・支援

評価

１．めあてを知り、学習の見通 ・６年生１学期の自分の姿をイメージさ ●知識・技能
しを持つ。

せ、学ぶ内容を理解させる。

（発表の様子）

１０月の「成長ノート」をふり返り、成長してきたことを伝え、聞き合い、
より明確な思いを持って１１月２週目の目標を立てる。

【つかむ】
２．１０月の目標設定の際に、

・「成長ノート」から、児童の困り感がど ●主体的に学ぼうと
こにあるのか把握しておく。

する態度

困ったことを友だちと伝え合 ・１０月がどのような１ヶ月間であったの （成長ノート振り返り）
う。

か、成長ノートをふり返りながら自分の
成長を確認させる。

【さぐる】【見つける】

・より具体的で、わかりやすい目標にする

３．どのような目標設定をすれ

ために互いにアドバイスをし合う中で、

ば、自分にとってよりよい目標

自分の目標について考える感覚を養っ

設定になるのか考える。

ていく。

●思考・判断・表現

・相手の思いをより深く知ることができる （グループ活動観察）
４．１０月の「成長ノート」を

ように、質問の言葉について振り返る。

振り返り、より具体的な目標設 ・１１月の目標を立てた後に班で互いに意
定をするために友だちと伝え聞

見を聞き合わせる。思いが持てるように

き合う。

質問や共通点が見いだせるように黒板
の言葉に注目させる。
・困ったことが出てきた時には、全体交流
の時間を設ける。また、机間巡視中に全
体交流の場で出てくると深まる意見な
どがあれば取り上げていきたい。また、
困っている児童がいた際には、全体交流
の場で取り上げ、全体で考えることで、
全員の学びとする。

【決める】

・児童の声が聞き取りにくい状況も考えら

５．１１月の目標を立て、具体

れるので、タブレット機器に自分の考え

的な行動目標を立てていく。友

をまとめ、互いの考えが見られるように

だちの意見を聞きながら１週間

しておき交流させ、振り返りをさせる。

後の自分の姿を想像し、実戦へ
の意欲を高める。
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第６学年 総合的な学習の時間学習指導案
日 時：令和３年１１月５日（金）
場 所：６年５組教室
指導者：上野 詩歩
１．単元名 「学校をよりよくしよう」
題 材 ～これが瀬田北の進む道～
２．指導によせて
小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編の「第２章 総合的な学習の時間の目標 第
１節 目標の構成」の中で「よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・
能力」が目標として示されている。この目標はキャリア教育の基礎的汎用的能力であり、単元
設定をする際には、働くことの意義を理解したり、自らが果たすべき様々な立場や役割との関
連を踏まえて働くことを位置づけたりするよう工夫した。
（１）児童の実態
普段の学校生活では、委員会やクラブ活動等で中心となって活動する機会はあるものの、例
年に比べると学校行事などで６年生として活躍できる場は極めて少ない状況である。児童が４
月当初に思い描いていた憧れの６年生像とは違った制限の多い学校生活を過ごしている。しか
し、子どもたちはその中でも前向きに“最後の小学校生活を充実させたい”という思いを持っ
ていた。そして、最高学年として果たすべき役割と自覚を何度も話し合ってきた。自分たちに
今、何ができるかを考えた時、「瀬田北小学校の３つの約束」を６年生から全校に広めるとい
う目標を掲げた。学校のリーダーとして目標を達成すべく、下級生の手本となれるよう日々力
を入れて取り組んでいるところである。これらの芽生えを見せる児童に、さらに学びの場を広
げさせ、一人一人がリーダーとしての自覚を持たせることで、自らが果たすべき様々な立場や
役割を身につけさせられると考えた。
（２）題材設定の理由
1 学期の国語科「私たちにできることは」では、身近な学校生活に着目し、調査やアンケー
トなどの情報から学校の課題を見つけ、説得力のある学校改善の提案文を書く学習を行った。
その提案文を基に本題材では、これまでの小学校生活の中で、自分自身が身に付けてきた知識
や技能、学習経験などを活かし、瀬田北小学校をよりよい学校にしていくためにはどうすれば
良いかを実践を通して考えていくという学習を行う。そこで、以下の３点にねらいを絞り、取
り組み、支援していくことにした。
① 自分が挑戦したい役割を選択する。
自分で課題を見つけ出し、自分がやってみたいと思うプロジェクトを考える。
→自己を生かす機会を保障する。
② 自分の役割の必要性を理解し、責任をもって役割を果たそうとする。
自分の活動が、誰の役に、何の役に立っているのかを考え、一つ一つの事に責任と自覚
- 28 -

を持って取り組む。
→周囲から認められる経験をさせる。
③ 活動において課題や困難が生じた場面において、解決方法を工夫して解決しようとする。
失敗を恐れず挑戦し、一人で考えたり、周りに協力を求めたりして、よりより解決方法
を探る。
→自立心や自律性を重視しつつ、計画段階や実践の場における継続的な支援をする。
本題材を計画するにあたり、これからの将来に必要になる能力は、
「答えのない問題・課題を
解決するための能力」だと考えた。今まで与えられたことをそれとなくこなしてきた子どもた
ちが、自分で課題を決め、自分の考えが生かせる学びの場を自分で選ぶという経験は今までの
学習にはなく、新鮮なものである。ましてや、クラスの垣根を超え、自分から相手に学びたい
という意思を伝えに行くということは未知の世界である。そんな子どもたちがこの学習を通し
て、いつもと違った環境の中で、自分の可能性に挑戦することによって、自分の良さに気づい
たり、自分にもこんなことができるんだという自信を感じてほしい。それが、これからの彼ら
の学びの軸となり、新しいことに自分からチャレンジしたり、うまくいかないことに直面した
時にでも、何か解決の方法があるのではないかと前向きに考えられたりする力になるだろう。
そうやって、いつも自分には何ができるのかと問いながら、学び続けることがこれからの社会
で求められる力である。困難な中で様々なアイデアを出させることを通して、広い視野を持っ
て人生の選択肢を増やせるよう児童の考えを引き出す事を重点に置いた指導を展開する。
3．評価規準
よりよい生活や人間関係を築く

集団の一員としての話合い活動や

主体的に生活や人間関係をより

ための知識・技能

実践活動を通した思考・判断・表現

よくしようとする態度

課題解決のために、情報収集

調査したことを基に、学校の良

学校の良さや課題に感心を持

を行い、適切な方法を見出

さや課題について自分の考えを

ち、学習を振り返ったり見直し

し、必要な情報を整理・工夫

表現している

たりして、学習課題を追求・解

してプレゼンテーションに

決しようとしている

まとめることができる

4．事前の指導 (全１８時間)
過程

指導のポイント等

①最高学年として、どんな学校を目指す

・目指すゴールは全員で話し合い、そこに向かう

かを話し合う。

ためにそれぞれのプロジェクトを行うことを

(

全
体
２ 課
時 題
間 の
設
定

主な学習活動

②１学期の国語科の学習を振り返り、瀬

意識する。

田北小学校の良さや課題を出し合い、 ・今回は、“自分にできることは何か”に重点を

)

マイプロジェクトに向けて課題を考

置くため、課題が同じ児童が複数いてもあえて

える。

グループ活動にはせず、個人で課題を考える。
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④マイプロジェクトの計画イメージを
立てる。

・MetaMoJi ClassRoom を使って、イメージ

④１学期に集めた情報を見直し、ターゲ
ットや実践方法を考える。

をまとめていく。
・学校全体をよりよくしていくという意識を高

(

情
報
の
収
４ 集
時 、
間 整
理
・
分
析

・プロジェクトの５Ｗ１Ｈを明確にさせる。

)

⑤マイプロジェクトを先生方にプレゼ

められるように学級内だけではなく、他のクラ

ンテーションを使って説明し、アドバ

スや担任以外の先生方にもプロジェクトに関

イスをもらう。

わってもらう。

⑥実践のために準備をする。(ターゲッ

・ターゲットには自分でプロジェクトの内容を

トへの交渉)

説明し、協力してもらえるよう交渉をする。

⑦マイプロジェクトを実践する。

・実践の振り返りができるように、タブレットを

⑧成果と課題をまとめる。

課
１ 題
時 の
間 設
定

⑩実践を振り返り、実践方法等の改善点

(

ま
と
３ め
時 ・
間
表
現

使って写真や動画に記録を残していく。

⑨ターゲットからの振り返りやアンケ

・成果と課題については、児童の考えだけではな

)

ートを収集する。

く、ターゲットにした児童や先生方の声を反映
できるようにする。

(

を考える。

・実践を通して、次の課題を見つける。
・同じ課題の児童が集まり、振り返りを話し合う

)

ことで複数の改善点が出る場を設ける。
⑪プロジェクトの報告会を行い、クラス
全体で成果や課題を共有する。

るヒントが見つかるかもしれないという視点

(

情
２ 報
時 の
間 収
集

・課題は違っても、自分のプロジェクトに活かせ

⑫１回目の実践結果を他のクラスや先

を持って報告会に臨む。

生方に報告し、アドバイスをもらう。 ・他者を巻き込むことで、自分にはなかった多様

)

な角度からの意見をもらうことができ、視野を
広げる機会にする。
⑬情報を整理し、２回目の実践に向けて

・たくさんの情報の中から取捨選択を行い、次の

(

整
２ 理
時 ・
間 分
析

ターゲットや実践方法を考える。

実践の計画を明確にする。

⑭実践のために準備を行う。(ターゲッ

)

トへの交渉)
⑮マイプロジェクトを実践する。

・１回目の実践と比較できるように、２回目の実

⑯成果と課題をまとめる。

践記録を取るように意識しておく。

⑰各プロジェクトの報告会を行い、クラ
(

ま
と
４ め
時 ・
間
表
現

・報告会では、そのプロジェクトが１回目からど

ス全体で成果や課題を共有する。

のように改善され、２回目がどのような結果に

(本時)

なったのかがわかるように発表する。

)

⑱学習を振り返り、これからの瀬田北小

・発表ではわかりやすく伝えるための構成する

学校について考える。

よう考えさせる。
・学習の振り返りでは、初めに決めたゴールを意
識して話し合いができるようにする。
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5．本時のねらい
・マイプロジェクトを振り返り、実践のまとめを発表することができる。
６．本時の評価規準
・分かりやすく伝えるために構成や発表の仕方を工夫している。
７．本時の展開
学習活動

指導・支援

評価

１，マイプロジェクトのまと ・１回目と２回目の実践を比較しながら、マ
めを確認する。

イプロジェクトの実践結果を説明できる
ようにする。
・MetaMoJi ClassRoom にまとめた資料を
使って説得力を高める。

マイプロジェクトのまとめを発表しよう

２．グループに分かれて、実 ・グループに分かれて、一人ずつ自分のプロ ● 分 か りや す く 伝 え
践結果を共有する。

① あいさつグループ
② ろうかグループ
③ そうじグループ
④ 読書推進グループ
⑤ 本棚整頓グループ

ジェクトの結果を発表させる。
・各グループで出た成果と課題をまとめさせ
る。
・同じ課題でもターゲットや方法の違いによ
って、結果が変わってくるということを通
して、正解は一つではなく、どのプロジェ
クトにも意味があることに気づかせる。

体交流する。

課題は違っても共通点や新たな視点が見

・成果と他者からの声を中心

つかることで、自分の課題に対しての考え
の幅が広げられるように声をかける。

４．マイプロジェクトを振り ・マイプロジェクトを通して、感じたことや
返る。

表の仕方を工夫し
ている。（知識・技

３．各グループのまとめを全 ・別のグループのまとめを知ることにより、

に発表する。

るために構成や発

考えたことをまとめさせる。
・他者からの声を紹介し、自分たちのプロジ
ェクトが学校をよりよくするきっかけと
なって広がっていることに気づく。
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能）

§７ 瀬田北小学校の取組

令和３年度 学校経営管理全体計画

「チーム瀬田北」を目指して
地域人材の活用
（学校支援ボランティア）

他機関との協同
（ＳＣ・ＳＳＷ・児相・子家室・少年Ｃ）

家庭・地域の実態
○古い町並みと新たに開発された
住宅地が混在し、多様な価値観が
ある
○子どもを見守る地域活動に熱心
である
○我が町である「ふるさと瀬田」を
大切に思う気持ちが強い
〇保護者は概ね学校教育活動に
協力的である

【めざす教師像】
◆教育専門職としての自覚と向上
心をもち、学び続ける教師
◆質の高い同僚性と協働意識をも
ち、組織力を向上させる教師
◆教育の今日的課題を真摯に受け
止め、高い倫理観をもつ教師

学校マネジメント機能の強化
（校長・教頭・教務・生指・教相・特支コ・養教・事務）

大津市のめざす子ども像

児童の実態

新しい価値と可能性を追求する大津
の教育
～多様性を尊重し自立する人～

学校教育目標

★人を思いやり、自分を大切にす
る子ども
★自ら学び、創り出す子ども
★たくましく、しなやかな心と体をも
つ子ども

＋素直で穏やか、真面目
である
＋人の話をしっかり聴く姿
勢がある
＋新しいことへの関心が
ある
－深く考えることへの意欲
に課題がある
－主体的に実践する力に
弱さがある

【めざす学校像】
一人ひとりが輝き、地域
とともにある学校

重点課題
将来の夢や可能性を広げる力をもつ子どもの育成

校内研究・研修に基づく授業改善
①校内研究テーマ
『伝え合う力を育む授業作りをめざして』
②付加価値：キャリア教育の視点
「主体的な学びを育むキャリア教育のありかた」
～キャリアパスポートの活用～
③付加価値：情報教育の視点
「多様な情報活用能力を育成する学習活動の充実」
～一人一台端末の活用～
④職員の指導力の向上・・・気軽に学べる環境作り
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瀬田北の子どもの
学びをつなぐ
①絆プロジェクト （瀬田北小・瀬
田東小・瀬田北中）
②学びに向かう力推進事業 （瀬
田北小・瀬田北幼）
③瀬田北ＣＳの推進
（瀬田北学区保幼小）
地域と共に、校園が一体となり、
子どもの育ちを支える

◆瀬田北小学校の取組
【大津市のめざす子ども像】
新しい価値と可能性を追求する大津の教育
～多様性を尊重し自立する人～
【瀬田北小学校教育目標】
★人を思いやり、自分を大切にする子ども
★自ら学び、創り出す子ども
★たくましく、しなやかな心と体をもつ子ども
【重点課題】将来の夢や可能性を広げる力をもつ子どもの育成
学区シンボルマーク

＜瀬田北学区紹介＞

本学区は学区制定３０周年を令和２年度に迎えた。古くからの町並みと、新たに開発された町並
みが混在する。現在、8,500 世帯 19,000 人という大所帯であり、現在も増加傾向が顕著な大津市内
でも特異な地域である。急速な変化を感じさせるものの、古くから南大萱村として地域を守り大切
にしてこられた息遣いは今も脈々と受け継がれている。例えば、３年に１度、中２、中１、小６の
子どもの元服式（ながいり）や、例大祭に見られる古式に基づいた儀式等はその象徴であろう。
これら「わが町の伝統文化」を守り育てようとする思いは、瀬田北地区人口増加に伴い学校園の
設置が求められた時、地域の宝として子供を守り育てようとする思いにつながり、先祖から受け継
がれてきた土地を「未来の地域のために」と住民からの提供を受け、開校を迎えた経緯にもあらわ
れている。現在、瀬田北市民センターとともに、瀬田北学区の文教地区を形成され、思いは引き継
がれている。
このような地域であり、新たな宅地開発による住民の転出入が多くなってきているものの、地域
の教育への思いは引き継がれ、学校教育への理解と、行事、児童生徒の見守りへの支援は途切れる
ことはない。この地域教育力を取り込んだ教育課程が瀬田北小学校の柱である。

＜瀬田北小学校取組の重点＞
Ⅰ 瀬田北の子どもの学びをつなぐ
この地域の利点を、瀬田北に育つ子どもたちの１２年間の学びに生かすため、以下の３つの取
り組みを進めた。
①絆プロジェクト（校区内小中：瀬田北小・瀬田東小・瀬田北中）～縁・繋・結～

令和元年度３学期に３校の若手教員の自主的な思いにより発足。互いの授業参観を交流の第１歩
とした。発足２年目には「絆プロジェクト」という名称に決定され若手教員の思いがあふれた。交
流は中学校への橋渡しという思いもから、小学校６年生を軸とした。今年度からは校務分掌にも位
置づけ、子ども同士、学年・文章ごと、等多角的な交流に発展させてきた。
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子どもの「つながり」
・・・生徒会・児童会の交流、Ｚｏｏｍでの学習の交流
教員の「つながり」 ・・・子どもの情報共有・研究授業の公開・学年通信の共有・教材の交流
日常の授業の交流・校外学習等の情報交流
②学びに向かう力推進事業（瀬田北小・瀬田北幼）
令和３，４年度県の指定を受け、加配教員（幼稚園勤務１５．５時間）が配置された。５歳児と
小学校１年生をつなぐ取組を中心に進めている。

研究主題：

「自ら学び、未来を生き抜く瀬田北っ子の育成」
～地域と共に、幼小が一体となり子どもの育ちを支える～

研究テーマ設定の理由

連携から接続へ

本校は地域と共に校園が一体となり「将来の夢や可能性を広げる力をもつ子どもの育成を目指し
ている。互いに交流する連携については、瀬田北ＣＳや校区内小中との連携事業である絆プロジェ
クトで推進している。しかし連絡会等で子どもたちの姿については情報交換を行っているものの、
幼稚園で培ってきた力を小学校に入学するとゼロからのスタートと捉えがちで、幼稚園での学びを
いかした接続は不十分な面も見られる。そこで保育や教育について学び合い、理解し合いながら目
指す子どもの姿を具現化するための手立てを共有することが必要であると考える。幼小の児童の実
態としては素直で穏やかな児童が多く、人の話をしっかり聴く姿勢が浸透している。新しいことへ
の関心も高く、課題にも前向きに取り組むことができる。その一方で課題に対して深く考えたり自
分なりの思いや考えを持ったり、主体的に「やってみよう」とする力に弱さがあると考えている。
この幼小連携事業を通して、子どもたちの学びたいという意欲をさらに高められる保育・教育を実
践したい。現在幼稚園から小学校へのスタートカリキュラム作りを進めている。
③瀬田北コミュニティ・スクール（瀬田北小・瀬田北幼・校区内６保育園）
令和元年度合同で学校運営協議会を立ち上げ、校区内保幼小と地域がつながる土台がほぼ完成し
た。子どもが自分の良さ、地域の良さを知り、「瀬田北がふるさとである」と胸を張って言える子
どもを育てることが、将来の夢や可能性を広げる子どもの育成につながると考える。
【 園・学校重点課題・研修主題 】

統一主題は学びに向かう力推進事業と同じ

瀬田北幼稚園：「学びに向かう子どもの『自立心』の育成をめざす」
～子ども・教師・学びの「つながる」を通して考える～
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瀬田北小学校：「将来の夢や可能性を広げる力をもつ子どもの育成」
・伝え合う力を育む授業作りをめざして
・主体的な学びを育むキャリア教育のありかた
・多様な情報活用能力を育成する学習活動の充実
【令和３年度学校運営協議会・公開授業研究会の日程】
第１回

５月２１日（金）ＰＭ

瀬田北小学校

５月２６日（水）５歳児研究保育
第２回

７月２１日（火）ＡＭ
８月

瀬田北幼稚園

４日（水）田村靖二滋賀大大学院教授講演

８月２４日（火）幼小合同学習交流会
９月２８日（火）幼小公開研修会

熟議の様子

１０月２７日（水）５歳児研究保育
１１月

５日（金）キャリア教育全国大会 瀬田北小１・５・６年公開授業

第３回

１１月１２日（金）ＰＭ

第４回

２月１８日（金）ＰＭ

瀬田北小学校
瀬田北小学校 会議後、学校評価委員会

【地域人材による学習支援：事例】
（１年生）３学期：生活科

昔遊びの体験をさせてもらう

（２年生）２学期後半：算数科 九九を聞いてもらう
（３年生）１２月：社会科・総合的な学習：昔のくらしについて講話と体験をさせてもらう
（４年生）３月：算数科：そろばんを教えていただく
（５年生・６年生）１．２学期：家庭科 ミシン指導５年生エプロン、６年生ナップザック作り
（全学年）１０月 南大萱戦争の記憶展を開催

その他：歩行訓練・防犯教室・避難訓練等

瀬田北小取組紹介（７月２１日：第２回学校運営協議会で承認）
＜テーマ＞「青空のように広い心を持ち楽しい学校生活を送ろう」
～のぼり・横断幕・メッセージポールの制作～
＜取組の概要＞
テーマは瀬田北小学校児童会スローガン。１階中央階段に掲示さ
れている。本校の３つの約束＜心をこめたあいさつ・ひたいに汗す
るそうじ・人の話をしっかり聴く＞を実現することで、このテーマ
に迫ろうと、係活動や委員会活動に取り組んでいる。現在、テーマに沿った児童発案のデ
ザインやメッセージを採択中で、決定次第、６年生各学級でのぼり、委員会活動中心に横
断幕・メッセージポールを制作する。その制作に地域の皆様が参加される。
安全で楽しい学校生活を送るために、親しみやすく、身近に感じられるものが
完成するよう、準備を進め,１１月完成を目標にしている。
テーマの実現がまさに瀬田北小学校の「夢」！プロジェクト！です。地域の方
とともに、校外へ私たちの夢の実現への思いが広がっていくことを目指したい。
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Ⅱ「伝え合う力を育む授業作り」を目指した授業改善とキャリア教育・情報教育の推進
教師集団が教育専門職としての自覚と向上心をもち、学び続ける中心は「校内研究」である。
国語科学習指導要領を基に「瀬田北の子」の課題に迫る研究のテーマとして「伝え合う力を育む」
を設定した。
「多様性を尊重し、自立する人」
（大津のめざす子ども像）に迫るため、互いの想いを
「伝え合う」ことが何よりも重要であると考える。各学年及び特別支援学級の７回の授業研究会を
持ち、外部講師を迎え研究を進める。
今年度はさらに、①主体的な学びを目指したキャリア教育の視点、②一人一端末の活用を推進す
る情報教育の視点を付け加える。職員の研修機会の確保のため、全体での校内研究会以外に授業を
公開した動画を用いたＷｅｂ研修を取り入れ、職員の指導力向上に向けて気軽に学べる環境作りを
大切にしていく。

【キャリア教育研修】
テーマ：キャリア教育の推進～キャリア・パスポートの導入にあたって～
＜テーマ設定の理由＞
キャリア教育では次の捉え方が重要である。
児童：
「一人ひとりの児童が、なりたい自分を考え、自分の良さや可能性を認識すること」
教師：
「今、していることがどこにつながっていくかを教えること」
子どもの学びや気付きを記録・蓄積していくため、度「キャリア・パスポート・・
（小→中→高
→大→社会人）へと引き継ぐ個人の履歴書」が運用された。このキャリア・パスポートをどのよ
うに活用していくかについて、研修しようと考えた。
＜研究の内容＞
◆子どもが学期や行事等の目標を立てる
※振り返りは従前どおり。年間まとめて年度末に返却しまとめさせることを職員会議で確認。
◆夏季休業中に講師を招き、次の２つの研修会を行った。動画を活用した研修も実施した。

＜第１回：令和２年８月４日＞
研修講話：橋本祥夫（京都文教大学准教授）研修講師：三浦豊和（三雲東小学校教諭）
（１）キャリア教育って何？
◆一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基礎となる能力
や態度を育てることを通してキャリア発達※ を促すこと。
※社会の中で自分の役割を果たしながら、
自分らしい生き方を実現する過程
◆キャリア教育で育むべき力 ➡「基礎的・汎用的能力」
（２）キャリア教育の取り組みで考えたいこと
①授業スタイル ②年間指導計画 ③地域・企業との連携 ④総合的な学習の時間
（３）これからのキャリア教育～キャリア・パスポートに取り組もう～
特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図る
◆夢の手帖 (滋賀県総合教育センター)
めあてと振り返りの間の活動がとても大切である。足跡を残していく。
「職業を調べたら」
「夢を語らせたら」だけではキャリア教育ではない。キャリア教育
は、教師が評価するものではなく、子どもがどれだけ自分自身を評価できるか、である。
子どもと教師が話し合いながら共同でめあてを考えていく。教師が与えるものではな
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く、子ども自身が決めるように配慮する。
キャリア教育の視点…できないことではなく、自分の良さを伸ばしていく。
◆予測困難な時代に生きていく子どもたちにどんな力をつけていくのか。
答えが一つの問題を解く力
ではなく、１つの問題にい
くつもの答えを出せる力が
必要とされる。
◆学期の「始め・終わり」に
キャリア・パスポートのも
ととなる資料の作成を続け
ている。今年度末に A4１枚
にまとめ、保護者に周知を
図る予定である。
＜第２回：令和３年８月２日＞
研修講師：林 久徳（前 全国小学校キャリア教育研究協議会会長）
（１）キャリア教育って何？
◆合言葉「なりたい自分になる」
◆目標をもって日々を過ごさせたい！
キャリア形成サイクルによって自覚的実行力の育成を図る
（２）なぜ今キャリア教育？
◆求められる人間像の変遷：今存在しない職業に就く
◆子どもたちはどんな準備をしておけばいいのだろう？
◆学歴で生きていけない世の中
➡入試で役立つ狭い学力だけでなく、社会とうまく関わり、自分から考え、行動できる力
が必要であることを感じ取らせなければならない。
◆子ども自身が学ぼうとしなければ、いくらシャワーのように与え続けても、ほとんどが流
れ落ちてしまう。自分のために求め、学ぶことを通して徐々に「自分」を形成していく。
そのことを繰り返し、自分という核を完成させていく。
◆「メタ認知」
：自分を知り自分から学ぶ力
子どもに自覚・具体的な目標・意欲を引き出す時に、教師の自覚や目標が明確でないと達
成できるはずがない。
指導者の見通し、育てたいと思う気持ちがあってはじめて有効になるキャリア教育
（３）キャリア教育で教師が育つ
◆具体的なアプローチ
子ども一人一人を正しく見取る教職員の力こそがキャリア教育の基本中の基本である。
力を伸ばすチャンスはいつどこにでもある。子どもによって伸びるときは違うことを押さ
えておくことが必要である。
子どもの学びの向こうに目を向けて「今」を考えられる教職員でありたい
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＜紹介：動画を用いた研修＞
本校は大規模校であり、それに伴って、放課後の会議等が多く、OJT 研修等の時間が持ちにくい。
校内の限られた時間の中で研修時間を確保するため、取り組んでいる動画を用いた方法を紹介する。
◆工夫点
校内研修を時間のある時に見て学ぶことができるよう、授業や研修動画を次の視点で編集。
①授業４５分→１５分 研修１時間→３０分など、短い時間で学べるようにした。
②動画の中にテロップを入れることで、ポイントが整理しやすいようにした。
③短い動画にすることで、一度受けた研修を気軽に学べるようにした。
＜校内授業動画一部紹介＞

＜校内研修動画＞
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第5学年
学級活動の
目標

大津市立瀬田北小学校
学級や学校での生活をよりよくするための課題を見いだし，解決するために話し合い，合意形成し，役割を分担して協力して実践したり，学級での話合いを生かして
自己の課題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定して実践したりすることに，自主的，実践的に取り組むことを通して，第１の目標に掲げる資質・能力を育
成することを目指す。
学級を単位として、信頼し支え合って楽しく豊かな学級や学校の生活をつくるとともに、日常の生活や学習に自主的に取り組もうとする態度の向上に資する活動を行うこと。

高学年の内
容

（１）学級や学校における生活づくりへの参画
話合い活動

高
学
年
の
指
導
の
め
や
す

係活動

集会活動

「
目
標
を
持
っ
て
学
校
生
活
を
送
ろ
う
」

（
人
間
関
係
・
協
力
）

「
学
信
校
頼
生
し
活
支
を
え
送
合
ろっ
う
」て
楽
し
く
豊
か
な

学
級
の
仲
間
意
識
を
高
め
る

一
人
ひ
（
と
役
り
割
に
・
居
所
場
属
所
意
を
識
）つ
く
る

「
活信る互
を頼 い
充 し （の
承
実支 認
認
さ え
め
と
せ合 合
自
よ っ
い
信
）を
う
」て
学 充
校 実
さ
生
せ

（３）一人一人のキャリア形成と
自己実現

〇教師の助言を受けながら、児童自 〇自分のよさを積極的に生かせる係に所
身が活動計画を作成し、進行等の役 属し、継続的に活動できるようにする。
割を輪番で受け持ち、話合いの方法
などを工夫して運営することができる
ようにする。

〇児童会活動やクラブ活動の経験を 〇現在及び将来の生き方を考えた ○自分や周りの人々の学校生活へ
生かして、学級生活を楽しく豊かにす り、自信を持ちよさを生かし伸ばし の希望や願いをもとに、目標を立て、
るための活動に取り組めるようにす て生活できるようにしたりする。
意思決定したことについて粘り強く取
り組めるようにする。
る。

〇学級のみならず学校生活にまで目
を向け、自分の言葉で建設的な意見
を述べ合えるようにし、多様な意見の
よさを生かして、楽しい学級や学校の
生活をつくるためのよりよい集団決定
ができるようにする。

〇話合い活動によって互いのよさを
生かしたり反省を生かしたりして、信
頼し支え合って創意工夫のある集会
活動をつくることができるようにする。

○自分の将来を描き、その実現のた
めに学習の意義や見通し、ふり返り
の大切さを考え、学習できるようにす
る。

〇高学年としてふさわしい創意工夫のでき
る活動に重点化するなどして、信頼し支え
合って、楽しく豊かな学級や学校の生活を
つくることができるようにする。

５年 年間指導計画（全３５時間）
重点

（２）日常の生活や学習への適
応と自己の成長及び健康安全

〇自己の問題について真剣に受け
止め、資料などを参考にして自己
に合った実現可能な解決方法を決
め、目標をもって粘り強く努力でき
るようにする。

○当番や委員会など、自分の役割や
責任、自他のよさを考え、友だちと高
め合って取り組めるようにする。
○学校図書館等を利用し、適切な情
報の収集や活用の仕方について考
え、主体的に学習に取り組めるよう
にする。

※太字の内容は指導資料あり

内容（１） 内容（２） 内容（３）
月 議題◎および題材○●
ア イ ウ ア イ ウ エ ア イ ウ
●５ 年生になっ て
●
○気持ちをこもったあいさつ
○
4
○火災の予防をしっかりと
〇
◎係を決めよう
◎
○目指せ、整理整とんマスタ－
○
5 ○健康で楽しい毎日
○
◎話し合い活動
◎
●学校図書館の活用
●
〇歯を大切に
〇
6
◎雨の日の過ごし方を話し合おう ◎
○ストレスマネジメント
○
○栄養のバランスを考えた食事
○
7 ◎１学期をふり返ろう
◎
○夏休みを楽しく
○
◎２学期の目標を決めよう
○
●
9 ○地震が起こったときの行動
○
◎運動会の目標を考えよう
◎
〇生活習慣について
○
10 ○アサーショントレーニング
○
◎話し合い活動
◎
●目標をたてよう
●
〇危険から身を守ろう
〇
11
◎話し合い活動
◎
○日本のいろいろな食文化
○
〇学校を美しくしよう
〇
12 ◎２学期をふり返ろう
◎
○冬休みをたのしく
○
○３学期の目標を決めよう
○
●
1 〇自分の食生活をふり返ろう
〇
○日常にかくれた危険
○
〇心のブレーキ
〇
2 ◎話し合い活動
◎
●学ぶことが将来へつながる
●
〇春休みの過ごし方
〇
3
●もう す ぐ 6 年生
●

学期別議題例
◎内容（１）の例

学校行事
関連する学習 等

日常的に指導する内容

・１年生をむかえる会の準備をしよう

・ 安全な学校生活

・始業式

・ 学級目標を考えよう

・生活のリズム

・ハロー集会

・ 朝の会、帰りの会

・避難訓練

・ 給食の準備とマナー

・身体測定

・ 係を決めよう

・ 学級会を充実させよ う

・ きまりのある生活

・ 学校をよ りよ くす る 課題

・ そうじの仕方
・図書室の使い方

・ 「 話し合い」 と「 聞き合い」

・ 連休の過ごし方

・ 意見の言い方とま とめ 方

・友だちをたくさんつくろう

・5・5交流

・ 音楽会

・自分の体を知ろう
・5・5交流の遊びを考えよう
・雨の日の過ごし方を考えよう
・ 係の反省会をしよう

・ 夏の健康生活

・学級集会をしよう

・１学期の反省

・夏休みの発表会をしよう

・ 規則正しい生活

・始業式

・ 避難訓練

・避難訓練

・係を決めよう
・学級文庫の使い方を決めよう

・終業式

・ 運動会
・ 学校図書館の利用

・校外学習

・物を大切に
・ 係活動の工夫をしよ う

・忘れ物をなくそう
・達成できる目標を立てる
・ 男女仲良く

・ 朝の会、帰りの会の内容を見直そう

・ 栄養のバラ ン スを考えた食事

・学年集会をしよう

・ 冬の健康なくらし

・係の反省をしよう
・学級集会をしよう

・5・5交流
・ 火傷の防止

・人権週間

・２学期の反省

・終業式

・ 係を決めよう

・ インフルエンザの予防

・ 冬の遊びを考えよう

・ お金の使い方

・始業式

・ 6 年生からバトン を受け取っ て
・ ６年生を送る会の準備をしよう

・ よい姿勢と生活
・5・5交流
・卒業式に向けて

・学級集会をしよう（５年生のさよなら会、 ・ １年をふりかえって
○○大会など）
・春休みのくらし

・６年生を送る会
・卒業式
・終業・修了式

※ ◎は内容（１）学級や学校の生活づくり、○は内容（２）日常の生活や学習への適応及び健康安全、●は内容（３）一人一人のキャリア形成と学校図書館等の活用を示している。
※ 各月の◎には、学期別議題例を参考に、各担任が活動名を記入する。（年間を通してアイウを網羅すること）

〔共通事項〕
（１） 学級や学校の生活づくり
ア 学級や学校における生活づくりへの参画

（２） 日常の生活や学習への適応及び健康安全

（３）一人一人のキャリア形成と自己実現

ア 基本的な生活習慣の形成

ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成

イ 学級内の組織づくりや役割の自覚

イ よりよい人間関係の形成

イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解

ウ 学校における多様な集団の生活の向上

ウ 身心ともに健康で安全な生活態度の形成

ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成
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内容の特質に応じた「話合い活動」の事前、事後等の一連の活動過程

教師の適切な指導の下に、児童が次の活動を行う。

教師が意図的、計画的な指導構想の下に次のようなことを行う。

①課題の発見

①課題の確認

よりよい学級や学校の生活づくりにかかわる諸問題を見つけ、提案を
する。

年間指導計画において取り上げる題材についての学級の児童の問題の
状況などを確認する。

②共同の問題（活動） の設定

②共通の問題（活動） の設定

協力して達成したり、解決したりする共同の問題（活動）を決めて、問
題意識を共有化する。

個々の児童が共通に解決すべき問題として授業で取り上げる内容を決
めて、児童に伝え、問題意識を共有化させる。

③議題の決定

③題材の決定

目標を達成したり、問題を解決したりするために、全員で話し合うべ
き「議題」を決める。

個々の児童が共通に解決すべき問題として「題材（名）」を決める。

④計画の作成

④計画の作成

話合いの柱や順番など、話合い活動（学級会）の活動計画を作成す
る（教師は指導計画）

導入、展開、終末の指導計画を作成し事前調査をしたり、資料を作成した
りする（発達段階に即して児童の自主的な活動を取り入れるようにする）。

⑤問題の意識化

⑤問題の意識化

話し合うことについて考えたり、情報を収集したりして、自分の考えを
まとめるなど問題意識をもつ。

授業において取り上げる問題について自分の状況について考えたり、学
級の現状を調べたりして問題意識をもつ。

集団討議による集団目標の集団決定

集団思考を生かした個人目標の自己決定

出し合う→比べ合う→まとめる（決める）

つかむ→さぐる→見つける→決める

○協力してよりよい学級や学校の生活をつくるための目標や方法、内容
などを決める。

〇 自分の問題の状況を理解し、個人として解決するための目標や方法、内
容などを決める。
（問題の状況や原因の把握→解決や対処の仕方などについて共に考える
→自分としての解決方法などを自己決定する）

（提案理由の理解→意見の交換→多様な意見を生かしたよりよい集団決定
をする）

○集団決定したことを基に、役割を分担し、全員で協力して、目標の実
現を目指す。

○自己決定したことを基に、個人として努力し、目標の実現を目指す。

○活動の成果について振り返り、評価をする。

○努力の成果について振り返り、評価をする。

高学年の評価規準
資質・能力

人間関係形成

社会参画

学級のみならず学校にまで目を向け、楽

自己実現

楽しい学級や学校の生活をつくるために話し

しい生活をつくることの大切さや、学級や 学級や学校の生活上の問題に関心をも
学級活動（１）
合い、自己の役割や集団としてのよりよい方
「学級や学校における 学校集団としての意見をまとめる話合い ち、他学級や他学年の児童とも協力して意
法や建設的な意見などについて考え、判断
生活づくりへの参画」 活動の計画的な進め方などについて理 欲的に集団活動に取り組もうとしている。
し、協力し合って実践している。

解している。

学級活動（２）
楽しい学級や学校の生活をつくることの
「日常の生活や学習へ
大切さ、そのためのよりよい生活や学習
の適応と自己の成長
の仕方などについて理解している。
及び健康安全」

学級活動（３）
「一人一人のキャリア
形成と自己実現」

周囲の思いや考え方、その意見の背景
にあるものを理解し、自らの現在及び将
来への具体的な目標に向かって、協働的
な取り組み方を理解している。

自己の生活上の問題や健康や安全に関
心をもち、意欲的に日常の生活や学習に
取り組もうとしている。

楽しい学級や学校の生活をつくるために、日
常の生活や学習の課題について話し合い、
自分に合ったよりよい解決方法などについて
考え、判断し、実践している。

自己の役割を果たすことの意味の大きさを
考えて、学校のために友達や他学年の児
童と協力して最後までやりとげようとしてい
る。

現在及び将来への目標を設定し、目標に向
かって取り組み、自らの成長を振り返り、将
来の自分のために取り組んでみようと実践し
ている。

- 47 -

令和３年度 学びに向かう力推進事業実施計画
大津市立瀬田北小学校区
（１）加配教員の所属校以外の幼児教育施設での勤務時間
瀬田北幼稚園

勤務時間

（２）加配教員の曜日別勤務校園、勤務時間
午前（勤務校園・時間）
曜日

15 時間

瀬田北幼５歳児クラス・打合せ
午後（勤務校園・時間）

月曜日

瀬田北小学校（３）瀬田北幼稚園（１）

瀬田北幼稚園（１）瀬田北小学校（2.75）

火曜日

瀬田北幼稚園（４）

瀬田北小学校（3.75）

水曜日

瀬田北小学校（４）

瀬田北小学校（3.75）

木曜日

瀬田北小学校（２）瀬田北幼稚園（２）

瀬田北幼稚園（3.75）

金曜日 瀬田北小学校（４）
（３）幼小接続の推進に係る研究体制

瀬田北幼稚園（3.75）

（４）年間実施計画

４月

主な取組
・実施計画の立案 4/5
・学びに向かう力推進委員会①（実施計画について）4/28

５月

・第１回CS 5/21
・合同研修会①（幼稚園保育研究会）5/26

６月

・保幼小連絡協議会①（１年生）6/4
・学びに向かう力推進委員会②（実施計画の変更について）幼小交流会
・合同研修会②（小学校授業研究会）6/16

７月

・第２回CS 7/21

８月

・合同研修会③（滋賀大学教職大学院教授
・接続期カリキュラム編成委員会① 8/24

９月

・合同研修会③（運動遊び・体育交流）9/28

月

１０月

・公開研修会（公開保育、研究会）10/27

１１月

・公開研修会（公開授業、研究会）11/5
・第３回CS 11/12

１２月

・接続期カリキュラム編成委員会②
兼

田村靖二氏講話）8/4

１月

・合同研修会④

２月

・保幼小連絡協議会②（新１年生）
・合同研修会⑤（小学校授業研究会）2/9
・第４回CS 2/18

接続期カリキュラム編成委員会③

３月

・学びに向かう力推進委員会③（１年間のまとめ、次年度に向けて）

随時：幼少連携通信の発行・幼稚園保育参観・小学校授業参観・幼少交流会
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【研究主題に対しての実践や手立て】
瀬田北の子どもたちの課題、めざす姿の共有
今年度の４月から幼少連携事業をスタートさせ、様々な取り組みの中で幼稚園教育と小学校教育
それぞれの良さや課題を幼小の職員で共有する機会を作ってきた。6 月に行った幼小交流会では、
小学校と幼稚園の子どもたちの良い姿や、課題と言える姿、
こんな時どうしてる？といった疑問について話し合うこと
ができ幼小接続の課題について考える機会となった。
また、加配教員が日頃の幼稚園勤務から感じたことや研究保育の
様子を定期的に通信として発行し、幼小の職員に共通理解を図って
きた。夏休みに行った
幼小研修会でも意見
交流をすることができ、
職員の意識の高まりを
感じている。

互いを知り、実践を積み重ね共につくる共育
幼稚園と小学校がよりよく連携するために４月以降、
加配教員だけでなく幼小の職員が互いの授業や保育を参観
する機会を増やした。小学校の職員が幼稚園で運動遊びを
実践したり、１年生の授業を幼稚園の職員が参観し、幼児
教育の視点での意見を取り入れながら一緒に授業を作ったり
した。そのたびに互いの視点や考え方の違いに気づくことが
できた。小学校に入学する前に子どもたちが遊びを通して
どのような学びを積み重ねてきているのかを知ること、また
入学してからどのような学習を積み重ねていくのかを知る
ことが幼小の段差を低くするための一番の近道だと考える。
これからも積極的な交流を図っていきたい。
アプローチ・スタートカリキュラムを生かす
来年度入学する 5 歳児に向けて、小学校へスムーズに移行できるように相談しながら瀬田北幼
稚園・小学校独自の接続期カリキュラムを作成している。アプローチカリキュラムでは「自立心」
をキーワードに、自分の頑張りを認めてもらうことで自分の成長を感じ、自信と期待を持って小学
校に入学できるようにすることを大切にしている。来年度実施するスタートカリキュラムは子ども
たちがゼロからのスタートにならないように幼稚園で遊びを通して積み重ねてきた学びを生かせ
る内容であること、子どもたちの今までの育ちを受け止めて大切にしようとすることで生まれる
「安心感」を大切にしたいと考えている。慣れ親しんだものや手遊び、歌など幼稚園で子どもたち
の身近にあったものを小学校の学習でもうまく取り入れながら幼小の段差を少しでも低くしてい
きたい。
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§８ 滋賀県小中学校キャリア教育部会の取組
夢中になって未来を考える子どもたち
第６学年

総合的な学習の時間 「未来プロジェクト～生き方を考える～」
東近江市立山上小学校 第６学年１組（２７名）

本単元のテーマ「未来や生き方を考える」は、
今の自分

小学校生活最後の単元として魅力的なものである。
今での学習や経験

今までの経験や学習、地域との関わり、各教科の学

夢・生き方
各教科の学習

習との関連、今の自分など、すべての事を関連づけて、

地域

横断的かつ総合的に将来の自分を想像し、考えを形成し
ていくことで、自己の生き方、すなわち自らの生活や行動

人

を考えたり、将来の生き方につなげて考えたりできると考えた。
〇単元の目標
・職業に携わる人の話を聞いたり、様々な職業や自分について考えたりする活動を通して、職業に
対する視野を広げ、
「仕事」とはどういうものかを考え、自己の生き方を考える事ができる。
・自分の将来について考える中で、自ら課題を見つけ、問題を解決するために主体的に情報を収集
し、整理・分析する力を身に付け、自己の生き方へと生かす事ができる。
〇学習の実際

【課題の設定→情報の設定→整理・分析→まとめ】を２サイクルする。
情報の収集

課題の設定

整理・分析

まとめ

１様々な体験を通して、

２資料や体験から、これ

３話合い活動を通して、

４これから何を大切にし

学習テーマに合わせた

から大切にしたいこと

未来に対する考えや思

ていきたいか未来 MAP

自身の追求課題を設定

を考える。

いを広げたり、深めた

にまとめる。

する。

りする。
木
地
師
の
方
と
の
交
流

大切にしたいことを個人で考える

５自分の将来に関する探

６課題について考えを深

７自分について知ったこ

８ 自分の 生き方や夢を家

求活動の課題を個々に

めたり、情報を収集し

とと未来をつなげて考

族に向けて発表し、学習

設定する。

たりする。

え、今後に生かしたい

のふり返りをする。

ことを考えたりする。

自分の軌跡をふり返り、好きなことや得意なこと、まわりの人たち、身に
つけた力などを多角的に捉えて、未来マップをつくった。好きなことを職
業にするという思いを持つ子、自分を知って将来への視野を広げる子、大
人を見て将来を考える子、こんなふうに生きたいななど、多様な思いが見
られた。

未来 MAP を発表する姿
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夢中になって未来を考える子どもたち
第６学年 国語科

「世界を救うアクションプラン！」
東近江市立能登川東小学校

第６学年２組（３６名）

本単元の魅力は、子どもたちの未来に直接関わってくる SDGs について理解と考えを深め、考え
に説得力を持たせて発信していくことにある。SDGs を自分事として捉えるために単元の導入で調
べ学習の時間を充分に設定したり、子ども自身が単元計画を立てたりすることで主体性を生み出す
ことができると考えた。このような視点に立ち、単元全体の学習を通して、自分の意見に関わる資
料を集め、複数の資料から分かったことと自分の考えを関連付けて考えを深める力や読み手に説得
力のある文章を書く力がつけられるようにすることをねらいとした。
〇単元の目標
・説得力のある意見文にするために、事実と感想・意見とを区別して書き、資料を引用したり図表
やグラフを用いたりして、自分の考えが伝わるように説得力のある文章を書くことができる。
・単元を通して今必要なことを考えながら粘り強く学習に取り組み、自分の考えが伝わるような書
き表し方の工夫について考えを伝え合おうとしたり、意見文を書こうとしたりすることができる。
〇学習の実際
SDGs を身近な課題として捉えるとともに、単元

題材の設定

の目的に向けて意識を高め、学習計画を立てる。

SDGs であふれた教室環境

情報の収集

子どもたちの手による単元計画

自分のテーマに関する情報を収集し、自分の考えを深め、アクションプランシートにまとめる。

検討・考えの形成

自分の考えをもとに、複数の資料を用いたり、論の組み
立てを意識したりして構成ワークシートを書き、話し合
いを通して説得力をより持たせるようにする。
同じテーマで集まってアドバイスをしあう姿

記述・推敲

前時のアドバイスをも
とに改善をしながら、
意見文を書く。

発信

自分たちが生きる未来を想像し、一貫して「自
分たちの力で世界を変えられる」という思いをも

市長に自分たちのアク

ちながら、自分たちで学習計画をたて、最後には

ションプラン（意見文）

市長に意見を発信するというゴールに向かって

を発信する。

夢中になって取り組む姿が見られた。
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秦荘東小学校 『キャリア教育実践記録』
1．はじめに
今年度、総合的な学習の時間の年間指導計画を大幅に見直した。総合的な学習の時間に学習した
ことが各学年の学びとつながっておらず、系統性を確保するためであった。そのため、ＯＪＴ会議
で各学年の学習内容が系統性のあるものになっているかどうかや、児童の実態・地域の実態・学校
の実態などが配慮されているかどうか話し合い、新しいカリキュラムを作成した。話し合いの結果、
下記（図１）のとおりとなった。また、従来だと、学期ごとに課題を設定し、学習を進めていたが、
学期ごとだと探求の時間が十分確保できないので、前期（４月～９月）
・後期（１０月～３月）に分
け、目標に迫れるようにした。
図１

２．実践記録
月

学習内容
①志シートの記入 ②働くことについての考えを交流する

４月

③学習の見通しをもつ
④アンケート（話を聞いてみたい職業）
⑤お家の人への職業インタビュー

５月

〇「あしたね」（東京書籍）のサイトを活用した職業調べ

６月

〇出前授業
写真家 検察官 弁護士 美容師 日産自動車（営業）

７月

獣医師 町役場職員 税理士
※「自衛隊、ネイリスト （当初の計画：未実施）」

９月

〇中学生にインタビュー
〇キャリアプランニングの設計 ・発表

まず、児童の実態を知るために、働くことに対してどのようなイメージをもっているかアンケー
トを行った。働くことに関して、児童は「お金をもらうため」
「自分、家族のためにやらないといけ
ないこと」
「毎日大変」
「面倒なこと」などあまり良いイメージをもっていないことがわかった。ま
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た、将来の夢がなかったり、興味のある仕事も見つかっていなかったりした児童がほとんどであっ
た。そのため、子どもたちが少しでも興味のある職業の方を講師として来ていただき、働く楽しさ
や、やりがいを話してもらいたいと思い、身近な人や教師の知り合いにお願いしたり、滋賀県学習
情報提供システム「におねっと」を活用したりして、講師依頼を行った。その結果、８名の方に話
をして頂くことができた。内１名は感染予防のために来校を控え Zoom で仕事の紹介をして頂いた。
写真家

検察官

獣医師

税理士

日産自動車（営業）

美容師

弁護士

町役場職員

また、東京書籍の「あしたね」を活用し、興味のある仕事を見つけ、仕事に就くまでの流れや必
要な資格を調べた。さらに、教師自身が教員になるまでの流れや人生経験を伝えたり、卒業生に中
学校の過ごし方を話したりしてもらった。そして、キャリアプランニングを設計し、互いに交流し
学習のまとめを行った。この学習後にアンケートを行うと、働くことに関して、「みんなのため、
自分のためにする大切なこと」
「自分が楽しいと思える職業に就くことが大切」
「人生のなかで大切
なこと」
「人の役に立つこと」といった意見が多かった。特に、
「仕事はずっと続けていくものなの
で、自分が楽しいと思える職業に就きたい」という考えをもった児童がたくさんいた。様々な業種
の人の話を聞くことで、人と人とのつながりが大切であることや、自分の仕事が誰かを幸せにする
ことにつながっているということが発見できたようである。
３．今後の課題
今回の実践を通していくつか今後の課題も見えてきた。まず１つ目に、夢をもっていない児童が
とても多いということである。そのため、６年生の半年間で仕事に興味をもつことができる児童も
いれば、難しい児童もいる。それゆえ、低学年のころからキャリアの視点をもち、授業を組み立て
ていく必要があると感じた。キャリアの視点をもちながら、教科指導することで、児童が将来なり
たい職業を自然と考えていくことが可能だと思う。総合的な学習の時間の中に、キャリアの視点を
低学年から明確に位置付け、各教科との関連を図った年間指導計画を作成していく必要性があると
感じた。そして２つ目に、地域人材の発掘である。外部講師の方に話をして頂くのも大切だが、も
っと子どもたちに身近な人が話をしてくださったほうがより実感が沸くのではないかと感じた。今
後、コミュニティースクールの活性化を図り、児童が夢をもてるよう、いろいろな業種の人と話せ
る場を作っていきたい。
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滋賀県小学校教育研究会キャリア教育部会のこれまでの取組
平成２５年度（２０１３年）
・中学校部会（キャリア教育部会）にて、小学校教員も参加する研究組織化へ向けた方針がまと
められ、県の教育研究会に発足を申請する。
授業研究会：大津市立平野小学校 ６年理科 授業者 山岸 憲明 教諭

平成２６年度（２０１４年）

小学校部会発足

・他教科の組織にならい５つのブロックに分け、輪番で授業研究会を開催することとする。
・県下にキャリア教育の裾野を広げることを意図し、事務局員による研究視察報告を中心に部会
通信を作成・配布。また、各ブロックから実践等の報告を求め、CD 版研究紀要を作成・配布。
主題「意欲的な生活を創造する力を育てるキャリア教育の推進」～学習意欲の向上を目指して
合同研修会：講演「キャリア教育の理解―基礎から実践のあり方まで―」
講師 滋賀大学教育学部 若松 養亮 教授
演習「中学生版『夢の手帖』ワークシートの活用」
講師 甲賀市立土山中学校布引分教室 甲津 一彦 教諭
授業研究会：第２ブロック甲賀市立土山小学校 ６年総合 授業者 中川 翔太 教諭

平成２７年度（２０１５年）
主題「意欲的な生活を創造する力を育てるキャリア教育の推進」～学習意欲の向上を目指して
合同研修会：講演「キャリア教育の理解Ⅱ―生活・学習指導の場面で―」
講師 滋賀大学教育学部 若松 養亮 教授
“授業を生かす 4 類型”
，
“授業そのもので実践するキャリア教育”
授業研究会：第３ブロック近江八幡市立岡山小学校 ６年総合 授業者 日 絵梨奈 教諭

平成２８年度（２０１６年）

第１回滋賀県キャリア教育小中合同研究発表大会

主題「意欲的な生活を創造する力を育てるキャリア教育の推進」～学習意欲の向上を目指して
研究発表大会「アクティブラーニング（学び合い）を活かした各教科の取り組み」
会場・公開授業 野洲市立中主中学校
１年英語科 藤村 崇善 教諭，２年社会科 堀 圭一郎 教諭，３年数学科 小澤 彩知 教諭
講演「教科等における具体的な指導と全体計画、小中連携等について」
講師 筑波大学 藤田 晃之 教授
発表 授業実践事例 大津市立真野北小学校 北尾 卓也 教諭
中学校教育課程事例 野洲市立中主小学校 福永 宣彦 教頭（前中主中学校教諭）
合同研修会：講義「今と未来を切り拓く 子どもを育む校区 ～ゆめみらい学園の小中一貫した
キャリア教育の取り組み～」
講師 高槻市立第４中学校 馬場 彰一 主席，高槻市立赤大路小学校 安部 香里 教諭
授業研究会：第４ブロック彦根市立鳥居本小学校

６年英語科

授業者 大西 康太 教諭（T1）
，宮永 友紀 中学校教諭（T2）
，ウィリアムサントス(ALT)
講演 「小中一貫教育における英語教育の在り方について」
講師 京都教育大学 泉 惠美子 教授

平成２９年度（２０１７年）
主題「意欲的な生活を創造する力を育てるキャリア教育の推進」
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合同研修会：講演「キャリアカウンセリングの実際、傾聴の演習」
講師 近畿大学豊岡短期大学 伊藤 博 教授
“聴き方、話し方の技法”
授業研究会：第５ブロック米原市立柏原小学校 １・２年生活科 ※流行性感冒症による中止
キャリア教育優秀校表彰：大津市立真野北小学校
「コミュニティスクールの機能を生かしたコミュニケーション能力の育成」
・全国小学校キャリア教育研究協議会発足式に事務局から参加

平成３０年度（２０１８年）
・この年度から小学校部会通信の発行を停止し、小中部会合同で研究冊子「滋賀のキャリア教育」
を発行しはじめ、小中学校部会の連携力を高めた。
主題「意欲的な生活を創造する力を育てるキャリア教育の推進」
合同研修会：講演「学校の学びと社会とのつながり～京都市の生き方探究教育より～」
講師 京都市立松尾中学校 鈴木 克治 教頭（元まなびの街生き方探究館主任指導主事）
“社会とつながるキャリア教育”
，
“道徳授業の実践例”
授業研究会：第１ブロック大津市立和邇小学校 ６年道徳 授業者 寺田 佐帆 教諭
講義「プログラミング教育」ナリカ株式会社大阪営業所 田中 完治 主任
指導講和 愛荘町立愛知川小学校 上田 仁紀 校長
“キャリア教育と道徳”
，
“道徳での体験的な学習の扱い方”
第１回全国小学校キャリア教育研究協議会（京都市）で和邇小学校実践を紹介 蒲原 淳 教諭

平成３１年度（２０１９年）

第２回滋賀県キャリア教育小中合同研究発表大会

主題「基礎的・汎用的能力を高め、学びへの意欲を育むキャリア教育のあり方」
研究発表大会 会場 野洲市立中主中学校
講演「キャリア教育とコミュニティスクール～地域の力を生かしたキャリア教育を～」
講師 京都市教育委員会生涯学習部 稲葉 弘和 統括
発表 実践事例 和邇小学校 蒲原 淳 教諭，渋川小学校 中村 大介 教諭
中学校実践事例 甲賀市立土山中学校 甲津 一彦 教諭
合同研修会 講演「地域に根差したキャリア教育の在り方」
講師 京都文教大学 橋本 祥夫 准教授
授業研究会：第２ブロック湖南市立水戸小学校 ５年総合 授業者 蓮井 孝典 教諭

令和

２年度（２０２０年）

主題「基礎的・汎用的能力を高め、学びへの意欲を育むキャリア教育のあり方」
合同研修会 講義「キャリア教育『キャリアパスポート』についての指導」
講師 湖南市立三雲東小学校 三浦 豊一 教諭
研究協議会

会場 第３ブロック東近江市立五箇荘小学校
発表 ６年総合 東近江市立山上小学校 四家 真人 教諭
幼小接続 東近江市立五箇荘小学校 藤田 理恵 教諭
講演「これからのキャリア教育の方向性」
講師 京都文教大学 橋本 祥夫 准教授
京都まなびの街生き方探究館 林 久徳 主任専門主事

・第４回全国小学校キャリア教育研究協議会滋賀大会の開催に向け大会運営委員会を立ち上げる。
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滋賀県のキャリア教育の歩み
本県では、中学校教育研究会進路指導部会で、中学校における進路指導研究を進めてきました。
学級活動での進路学習の実践やチャレンジウィークが始まる以前から職場体験学習の実践などを
県下に発信してきました。
キャリア教育という言葉が公文書で初めて使用されたのは、1999 年の中央教育審議会答申「初等
中等教育と高等教育との接続の改善について」です。この答申の中で「学校と社会及び学校間の円
滑な接続を図るためのキャリア教育（望ましい職業観・勤労観及び職業に関する知識や技能を身に
つけさせるとともに、自己の個性を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育）を
小学校段階から発達段階に応じて実施する必要がある」と述べられています。
学校教育におけるキャリア教育が必要とされる背景に、若年層における社会人・職業人としての
資質・素養の欠如、子どもたちが人間関係を上手く築けず、自分で意志決定が出来ない、そして自
己肯定感が持てず将来に希望が持てない、進路意識や目的意識が希薄なまま進学し、就職しても長
続きしないなど、生活や意識の大きな変化が指摘されていました。定職を持たない「フリーター」
や学校教育も受けず職にすら就かない「ニート」、新卒者の早期離職を表す「七五三現象」などが
社会問題としてありました。
本県では教育研究会部会研究発表大会が 3 年に１度開催されます。進路指導部会においても、進
路指導の取組発表や記念講演を行ってきました。2001 年ごろからキャリア教育という言葉が聞か
れ始め、全国の進路指導の研修会でもキャリア教育という言葉が頻繁に使われ始めたのもこのころ
でした。また、2005 年から滋賀県では、文科省推進のキャリアスタートウィーク、5 日間の職場体
験学習の取組をはじめ、2007 年からは県下すべての中学校２年生が中学生チャレンジウィークと
して 5 日間の職場体験学習をすることとなります。丁度、滋賀県で「キャリア教育」という言葉が
一般的に使われ出しており、「＝職場体験」という狭義のイメージを広める要因となりました。
本県の進路指導部会では、進路指導(学習)を単に高校や大学への進学のための指導(学習)ではな
く、一生涯にわたる生き方指導(学習)ととらえ、その実践について研究を進めてきた。しかし、進
路指導(学習)というとどうしても「進学指導(学習)」に偏りがちで、その域を出ない指導(学習)に
なる傾向がありました。そこから脱却するきっかけとなったのが「キャリア教育」でした。全国の
研修会に参加しながら、キャリア教育は「＝職場体験」という狭義のイメージのものでなく、「一
生涯にわたる生き方指導」、つまり「学校教育そのもの」であるという結論にたどり着きます。ま
だまだ、
「キャリア教育って何？」という域を出ない学校現場にキャリア教育をどう広めていくが、
どんな実践をしていくかを問う部会を目指し、2012 年に部会名を「キャリア教育部会」と変更し、
実践研究に取り組みました。
前学習指導要領改訂時に「小学校からのキャリア教育の推進」が求められるようになったことも
あり、また、一生涯にわたる生き方指導という視点では、小中学校連携したキャリア教育の推進が
必要と考え、その方策を立てる中、小学校部会の設立を行いました。2014 年に小学校教育研究会に
「キャリア教育部会」が立ち上がり、小中合同で活動する部会として研究実践を始めることなり、
現在に至っております。
本部会の研究推進に当たっては、日本進路指導協会や藤田晃之様(筑波大学キャリア教育学研究
室教授)には、多大なるご協力とご示唆をいただいたことに感謝したいと思います。
滋賀県中学校教育研究会キャリア教育部会

部会長 福永 宣彦
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～～～比叡山から大津市内～～～

～～～琵琶湖から比叡山～～～

