
【未来そうぞう科 目標】 

「自分自身」「集団・人間関係」「社会・自然」に対して実践的・体験的な活動を通して，未来そうぞ

う科の見方・考え方を働かせて，どんな状況においても希望をもち，共によりよい未来をそうぞうしよ

うとするための「主体的実践力」「協働的実践力」「そうぞう的実践力」を育成することを目指す。 

 

【見方・考え方】 

『イメージ・クリエイトの往還を通して，多角的・多面的にアプローチし，対象の過去・現在・未来

と関連付けながら，よりよい未来の実現を目指そうとすること』 

３つの資質・能力の関係性 

未来を「そうぞう」する子どもを育成するためのカリキュラム開発 

山脇 美穂 ・ 榎本 博美 ・ 御田 眞帆  ・ 南野 陽子   

１．未来を『そうぞう』する子ども 

 未来を『そうぞう』する子どもを以下のように定義づける。 

  

 

 

 

２．３つの資質・能力 

「未来を『そうぞう』する子ども」に必要な資質・能力を以下の３つに設定した。 

子どもたちは対象にアプローチする

時に，主体的，自律的に考えたり行動し

たりする。友だちと協力することでそ

の考えや行動はより広がり，深まる。考

えや行動に新たに意味や価値を見出す

ことは対象の未来をよりよいものへと

つくり変え続けることである。この一

連の営みの中で主体的実践力と協働的

実践力が両輪となって発揮されること

によって、そうぞう的実践力が育成できると考えられる。 

３．未来そうぞう科 

（１）目標，見方・考え方 

 

 

 

 

 

 

どんな状況においても，共によりよい未来をそうぞう（想像・創造）しようと，「主

体的実践力」「協働的実践力」「そうぞう的実践力」を発揮し，【自分】【集団】【社会・

自然】などに対して，多角的・多面的にアプロ―チし続けることができる子ども 

【未来を『そうぞう』する子どもに必要となる３つの資質・能力】 

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 

そうぞう的実践力……よりよい未来をつくるために，アプローチし続ける中で，新たに意味や価値

を見出すことができる力 

 



イメージ・クリエイト 

（２）イメージ・クリエイト 

子どもは，「イメージ（想像）」と「クリエイト（創造）」を繰り返しながら対象に対して向き合ってい

く。子どもたちは学びの対象と向き合う中で現状がより望ましいものへと変容することを思い描き，新

しく行動を起こしたり，立ち止まったりする。このような一連の営みは「未来そうぞう科」だけではな

く，既存の教科においても行われると考える。イメージ・

クリエイトは互いに往還しながらも，より広がり，深まり

のある「イメージ」がより具体的な「クリエイト」につな

がり，その「クリエイト」がさらに，広がり深まりのある

「イメージ」へとつながっていく。このような学びのプロ

セスを往還させることによって，「イメージ」と「クリエイ

ト」の質を高めながら「未来を『そうぞう』する子ども」

を目指して進んでいく。 

３．未来そうぞう科の内容 

（１）３つの学習テーマの視点 

 未来そうぞう科の目標を達成するために，３つの学習テーマを設定した。また，内容項目を分類整

理し，内容の全体構成及び相互の関連性と発展性を明確にしている。 

  Ａ領域  自分自身を対象とする内容 

Ｂ領域  集団や人間関係を対象とする内容 

Ｃ領域  広く社会や自然を対象とする内容 

「自分自身を対象とする内容（Ａ領域）」は，自己の在り方を自分自身との関わりで捉え，望ましい

自己の形成を図る過程で，自分自身の理解を広げ，深めていくものである。「集団や人間関係を対象と

する内容（Ｂ領域）」は，学級や学年，隣接学年，異学年との関わりの中で，自分の立場や関わり方を

変化させていくものである。「広く社会や自然を対象とする内容（Ｃ領域）」は，身近な自然や地域，

現代の環境や社会について自分事と捉え，関わる対象を広げながら，課題を解決しようとアプローチ

していくものである。 

 

（２）学習の展開 

主体的実践力・協働的実践力・そうぞう的実践力は，必ずしも１単位時間の授業の中ですべてが実

現されるものでもない。単元や内容や時間のまとまりの中で，例えば，主体的実践力をもって学習に

取り組めるよう学習の見通しを立てたり，学習したことを振り返ったりして，自身の学びや変容を自

覚するといった自己評価の場面をどこに設定するか，考えを広げたり，深めたりする場面をどこに設

定するか，そうぞう的実践力を育むために，単元をどのように組み立て進めていくかが求められる。

さらに，子どもや学校の実態や特色を活かし，多様な学習活動を組み合わせて授業を組み立てていく

ことが必要になってくる。 

 これからの時代においてより求められる資質・能力は，既知の特定の状況においてのみ役立つので

はなく，未知の状況においても，自在に活用することができることである。そのために，各教科等の

内容について，「カリキュラム・マネジメント」を通じて，相互の関連付けや横断を図り，必要な教育

内容を組織的に配列し，未来そうぞう科と関連する教科等の内容と往還できるようにすることが大切

である。未来そうぞう科を含め，教科横断的に学習を進める中で，課題を見付け，収集した情報から



よりよい未来へと方向付けしたり，コミュニケーションを図ったり，振り返ったりするなどの学習活

動を行うことが重要である。 

このような過程において，各教科等で身に付けた資質・能力や，それまでに未来そうぞう科で身に

付けた資質・能力を相互に関連付けるような学びの展開が重要である。また，未来そうぞう科で身に

付けた資質・能力を各教科等で活かしていくことも大切である。未来そうぞう科での経験が，当該学

年だけでなく，先の学年における各教科等の学習を動機付けたり，推進したりすることも考えられ

る。 

４． 各領域における指導の観点 

（１）各領域における主な対象例 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

◆A 領域は自分自身の「好きなこと」を追求していく中で，自分自身を深めていく。さらに教師や保護 

者，友だちなどと関わることで，新たな自分に気づき，自分自身を広げていく。 

◆B 領域はクラス，学年，異学年，特別支援学校や幼稚園の集団を学びの対象とする。学びの対象で 

ある集団が変化する中で，子どもがそれぞれの立場や関わり方を変化させていく。 

◆C 領域は身近な自然や生命，地域や現代の社会や環境における諸問題などを学びの対象にしてい 

る。その中で関わる社会・自然を広げていく。その対象に対して，子ども自ら問いをもち，解決し 

ていく。 

 ABC の領域はそれぞれに独立して働くものではなく，互いに働きかけたり，働きかけられたりす

る。さらには，既存の教科も含めて，一体的に補い合って高まっていく活動であると考える。そして

全ての対象を網羅するものではなく，子どもの実態・学校環境等によって変わるものである。子ども

の思いや願いにそった柔軟なカリキュラムを目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【Ａ領域におけるめざす子ども】 

自分を肯定的に受け入れ，他者との関わりの中で自分を捉えなおし，未来をよりよく生きるため

に，今の自分に意味や価値を見出し続けることができる子ども。 

 

各学年の目標 

［第１学年及び第２学年］ 

〈主体的実践力〉 

自分の決めた課題に対して自ら進んで活動することができる。 

〈協働的実践力〉 

 課題を解決するために，友だちと協力することができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

 課題を解決するために，現在の興味から，自分なりに工夫し，自分を高めることができる。 

 

［第３学年及び第４学年］ 

〈主体的実践力〉 

今の自分を高めようと，自分の決めた課題に対して自ら対象に関わり続けることができる。 

〈協働的実践力〉 

 他者との関わりの中で，今の自分を高めようと自分とは違う立場の人と協力することができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

 過去・現在を見通して，様々な見方・考え方を働かせ，今の自分を高めようとする過程に対して意

味や価値を見出すことができる。 

 

［第５学年及び第６学年］ 

〈主体的実践力〉 

自分を肯定的に受け入れ，自分を捉えなおし，困難があってもくじけずに自ら対象に関わり続ける

ことができる。 

〈協働的実践力〉 

 他者との関わりの中で自分を捉えなおし，自分とは違う立場の人の見方・考え方と，比べたり関連

付けたりして，受け入れることができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

 過去・現在を根拠に見通しをもって，多角的・多面的な見方・考え方を働かせて，自分のあり方に

意味や価値を見出したりし続けることができる。 

 

 

 

 

（２）各領域における目標と指導の要点 

〈１〉自分自身を対象とする内容（Ａ領域） 

自分自身を知ることで，希望をもって生きていく自分自身の将来の姿を「想像」し，そのイメージ

を実現し「よりよい未来」を「創造」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，自分

自身にアプローチすることができる学習展開を行う。 

           

①各学年の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②Ａ領域の概要 

  A 領域では，「未来によりよく生きる自分」をそう

ぞう（想像・創造）するために，自分のあり方を肯定

的にとらえ，「“今”の自分自身はかけがえのない価

値ある存在であり，大切にしていきたい何かをもっ

ている」と思えることが大切だと考えられる。つま

り，自己肯定感を高めていくことが重要である。 

 A 領域を通して，主体的実践力を発揮し，自分を

肯定的に受け入れ，あきらめず自ら対象に関わり，

協動的実践力を発揮し，他者との関わりの中で自分

を捉えなおし，そして，未来につながるよりよい自

分をつくるために，そうぞう的実践力を発揮しなが

ら，自分のあり方を積極的に意味付け，価値付けし

続ける子どもを育むことを目指している。 

 

 

 

 

③指導の要点 

［第１学年及び第２学年］ 

 自分の中の「好きなこと」「楽しめること」に十分に没頭する経験を

積み重ねることで，「一生懸命何かをするって楽しいな」「やっぱり自

分は〇〇が好きなんだな」という思いを育てることが大切である。 

 

［第３学年及び第４学年］ 

 他者意識が広がり始める中学年では，自分の「好き」や「得意」

に目を向け没頭するだけでなく，他者と交流することで，自分の「好

き」を認めてもらえたり，友だちの「好き」を自分の中に取り入れ

たりする経験を積むことが大切である。 

 

［第５学年及び第６学年］ 

 自分の「好き」や「得意」を追究するだけでなく，好きなことを

もっている人，好きなことから仕事につなげている人，やっている

うちに好きになった人，自分の仕事や今の自分に誇りをもっている

人，など様々な人の考え方や生き方に触れ，自分のあり方を捉えなお

すことが大切である。その中で，「どんな自分も認めてあげていいん

だ」と自己を肯定的に捉えることのできる見方・考え方ができる子ど

もにつながっていくと思われる。 

 

自分のあり方を意味付け・ 
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【B 領域におけるめざす子ども】 

自分が所属する集団での課題解決を通して，仲間意識をもち，多様な集団の中で活動することへ

の意味や価値を見出し続けることができる子ども。 

各学年の目標 

［第１学年及び第２学年］ 

〈主体的実践力〉 

楽しんで活動に参加することができる。 

〈協働的実践力〉 

他者の意見を聞いて，仲良くすることができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

 自分が所属する集団での課題解決を通して，人と関わることへの楽しさをみつけることができる。 

 

［第３学年及び第４学年］ 

〈主体的実践力〉 

集団の関係や活動内容がよりよくなるように意見を出したり，自ら進んで楽しんで活動に参加し

たりすることができる。 

〈協働的実践力〉 

他者の思いや願いを受け入れ，協力することができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

自分が所属する集団における課題解決を通して，自分の役割にやりがいをもつことができる。 

 

［第５学年及び第６学年］ 

〈主体的実践力〉 

自律的に判断しながら，方向付けて活動することができる。  

〈協働的実践力〉 

 自分の役割を理解して，他者の思いや願いを受け入れ認め合いながら，協力することができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

 自分が所属する集団での課題解決を通して，多様な集団の中で活動することへの意味や価値を見

出し続けることができる。 

 

 

 

〈２〉集団や人間関係を対象とする内容（B 領域）  

多様な集団との関わりの中で，相手の気持ちを「想像」し，人との関わりを深めることがよりよい

未来の「創造」へとつながっていくということを実感でき人間関係形成につながるように，人と人と

の関わり方にアプローチすることができる学習展開を行う。 

 

①各学年の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②Ｂ領域の概要 

 相手の気持ちを「想像」し，よりよい人間関係を「創

造」することができる子どもの姿の実現のために，学

級・学年・異学年・隣接学校などと関わり合って取

り組む各学年での活動から育んでいくことが重要

である。その時に土台となるのが「仲間意識」であ

る。仲間意識をもつには，互いに興味をもち，相手

のことを知り合うことから始まっていく。また，共

通の目的をもち，考えを出し合ったり活動したりす

る中で，自分の役割をもって行動できるようになる

と考える。このような経験の積み重ねをもとにし，

多様な集団に対して自律的に判断しながら他者の

思いや願いを受容・共感し，活動することへの意味や

価値を見出し続けることができる。 

 

③指導の要点 

対象となる集団と，そこでの役割によってリーダー

シップ，フォロワーシップが発揮され，豊かな人間関係を築

き上げる。発達段階に応じて適切にリーダーシップとフォロワーシップを発揮できる集団や場の設定が

手立てとして必要となる。 

【学級・学年】 

学級・学年集団での関わりでは，友達のことを知り，友達と関わることの楽しさを見つけることに重

点をおく。日々の生活を共にする中で，多様な考え方や感じ方があることを知り，時には葛藤や対立を

経験することもある。こうした中で，よりよい人間関係を築きより豊かな生活を送るために，様々な課

題の解決方法を話し合い，合意形成を図って決まったことに対して協力して実践したり，意思決定した

ことを実践したりすることが大切である。例えば，互いを知るために，自分のことを話し・相手に質問

をするスピーチ，班遊びやみんな遊び，学級を超え学年でレクリレーション大会をするなどの活動など

が考えられる。 

 

【多様な集団との関わり】 

多様な集団とは幼稚園や保育園，特別支援学校，中学校などの隣接

校園のことである。隣接校園との交流のよさは小学校の異学年交流で

は置かれることがない立場で活動できることである。例えば，１年生

と幼稚園の子どもとの交流では，受容・共感される側になりがちな１

年生が年上となる。年上になった１年生が活動や関係がよりよくなるように，年下の幼稚園の子どもに

対して，ときには受容・共感し，判断し方向付ける姿が期待できる。また，４年生と特別支援学校の子

どもとの交流では，受容・共感してくれることが前提である集団ではないため，特別支援学校の子ども

にどのようにアプローチすればよいのかを関わりの中から見つけていく姿が期待できる。このように多

様な集団と関わりでは，普段の学校生活とは異なる立場となるように計画することが大切である。 
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Ｂ領域における 3つの資質・能力の構造図 

香港交流 



【異学年同士の関わり】 

 学級・学年集団の枠を超えた異学年同士の関わりのことであ

る。当該学年の発達に対応した重点をおくことができる。１年

生と６年生で小グループを構成した交流を例に挙げる。１年生

にとっては、自分たちよりも年上の児童と交流することで、あ

まり知らない人とコミュニケーションをとる経験を得ることが

でき、６年生と一緒に遊ぶことで、楽しい時間を共有でき、フ

ォロワーシップを育むことにもつながる。６年生にとっては、

年齢の離れた一年生に対してどう関わるのか、工夫や意欲を要

することで、リーダーシップを育むことができる。それだけで

なく、１年生への関わりの中で、同じ６年生同士での意外な一面や努力している姿などを発見できるこ

とや、学級の中での関わり方をふりかえる機会ともなる。改めて６年生にとっても有意義な関わりとな

るよう、友だちや学級での関わりを捉え直すことができるような場の設定や自己評価の手立てが鍵とな

る。 

 

【異年齢集団】 

全学年縦割り班活動「友だちタイム」では，異年齢集団における協働性を育むことをねらっている。

異年齢集団のよさは，自然とリーダーシップ，フォロワーシップを発揮できることにある。その中で，

異年齢集団であっても，一緒に取り組む楽しさやよさを感じることができる。 

※グルーピング…異年齢集団の中で，さらに，１年生から６年生までが 1 人ずつ入った小班を構成する

ことで，より一人ひとりの役割が明確になり，ねらいとするリーダーシップやフォロワーシップが，よ

り発揮されやすいと考える。 

 

【第１学年・第２学年】 

異年齢集団との関わりでは，多様な集団の中でも共通の目的のもと，自分なりの思いや願いをもち，

楽しんで活動に臨めることに重点をおく。自分よりも年上の人への憧れや，また憧れの存在に認めても

らえる喜びを感じられる場を構成する。 

 

【第３学年・第４学年】 

異年齢集団との関わりでは，自分自身が楽しんで活動するともに，集団の関係や活動内容がよりよく

なるように自分の意見をもって活動に臨めることに重点をおく。活動においては，役割を与えたり，自

ら役割をもったりすることができるように配慮するとともに，その役割に対してやりがいを感じられる

場を構成する。 

 

【第５学年・第６学年】 

異年齢集団との関わりでは，集団の中でリーダーとしての役割を担うことが多くなる。そのため，下

の学年の子どもたちの思いや願いを受け止め共感しながらも，集団や活動内容がよりよくなるように，

自分たちが判断して活動に臨めることに重点をおく。活動においては小班による活動を多く取り入れ，

リーダーとして責任感をもって活動できる場を構成する。 

1－6年生との交流 



友だちタイムの活動内容 

（１）遊び 

 友だちタイムで扱う題材は，目的意識（仲間づくり等，～のために）をもったうえで，既存の遊びに

とらわれず，「これ（学習材）で何ができるかな」と遊びを工夫し，発展していけるものとして，次のよ

うな条件を考慮するとよいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）友そうじ 

低学年は，掃除用具の基本的な使い方を知り，みんなと一緒に取り組む

姿をめざす。中学年は役割分担に参加し，低学年にコツを伝える姿をめざ

す。高学年は集団全体をよりよくするために役割意識をもって行動する姿

をめざす。 

 

 

（３）運動会 

 友だち班対抗での全校競

技によって，仲間意識を高め

る。友だちタイムで練習し，

コツや作戦を話し合い，声を

掛け合いながら工夫して取

り組む過程を大切にする。 

 

 

（４）友タイ遠足・お別れ遠足 

 高学年が中心となって計画・

役割分担・準備し，下の学年へ

声かけする（進捗状況の確認・

相談等）。中学年は，役割分担に

沿って取り組む（みんなが楽し

める遊びを考え，ゲームを進行する）。低学年は，友だちの考えを聞き，できることを考えて参加する。 

⑥時間的自由 

（連続、再経験が可能） 

⑦操作的自由 

（簡単なルール、技能的に容易） 

②選択性（自由に選べる） 

「これで何をしようかな」 

③多様性（考え・方法） 

「どんなやり方で 

やってみようかな。」 

⑤空間的自由

（場所の保障） 

④安全性 

①目的意識（～のために、…をしよう） 

友そうじ 

旗ハラハラ 

友タイ遠足 



【C 領域におけるめざす子ども】 

よりよい未来をそうぞうするために，他者と共にどのような課題においても，課題解決のために

アプローチし続ける子ども。 

 

各学年の目標 

［第１学年及び第２学年］ 

〈主体的実践力〉 

対象に関心をもち，これまでの学びや経験を思い出し，課題解決に向けて楽しんで活動すること

ができる。 

〈協働的実践力〉 

自分とは違う思いや気付きを知り，協力して働きかけることができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

対象のよりよい未来のために，自分なりに工夫しながら，考えたり活動したりすることができる。 

 

［第３学年及び第４学年］ 

〈主体的実践力〉 

対象を自分とつなげて捉え，これまでの学びや経験をもとに，課題解決に向けて試行錯誤しなが

ら活動することができる。 

〈協働的実践力〉 

自分とは違う様々な思いや考え方を受け入れ，協力して働きかけたり活動したりする 

ことができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

 対象のよりよい未来のために，現状をとらえ，多様な方法からつながりを見出しながら，見通し

をもって考えたり活動したりできる。 

 

［第５学年及び第６学年］ 

〈主体的実践力〉 

対象を自分事として捉え，これまでの学びや経験をいかして，課題解決に向けて自律的に活動す

ることができる。 

〈協働的実践力〉 

 自分とは違う価値観を受け入れ認め合いながら，協力して対象に働きかけることができる。 

〈そうぞう的実践力〉 

 対象のよりよい未来の実現のために，様々なものごとを多角的・多面的に捉え，それぞれの意味

や価値を見出し，活動したり発信したりし続けることができる。 

 

〈３〉広く社会や自然を対象とする内容（C 領域） 

自分を取り巻く社会や自然について「自分事」としてとらえ，「社会」や「自然」の「よりよい未来」

の「創造」に向けて，それらに対して自分なりに出来ることを「想像」し，社会や自然にアプローチす

ることができる学習展開を行う。 

 

①各学年の目標 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②Ｃ領域の概要 

自分の身近なものやことから始まり，今まで自分事とし

て考えることの少なかった地球や宇宙などにも目を向けア

プローチしていく。そこにアプローチしていく際には，自分

１人もさることながら，他者と取り組むことに大きな意味が

出てくる。C 領域では，多角的・多面的に物事を捉えること

を通して，A 領域・B 領域で培った力も発揮しながら，未来

そうぞう科の集大成となる活動をすることができると考え

る。６年間の系統性を考えつつ３つの資質・能力の育成を図

ることで，よりよい未来をそうぞうする子どもを育んでいき

たい。 

③指導の要点 

C 領域では，課題に取り組む上で，今まで考えもしなかっ

たもの・こと・ひとに出あうような場を設定するようにする。

この時に，「今まで経験したことがないから」や「わからない

から」といって向き合わないのではなく，まずそのままを受け入

れようとすることが重要となってくる。ＳＤＧｓの視点をふまえ，

よりよい未来をつくるために今の自分たちには，何ができるのかと試行錯誤し，アプローチし続けてい

くことができるようにする。 

 

［第１学年及び第２学年］ 

自分の身近なもの・こと・ひとを対象として扱う。様々なことに関心をも

ち、没頭できる場を設定することが重要である。そのため，実際に触れるこ

とのできる身近なもの・こと・ひとと関わるという実感を伴った経験から，

課題解決のためにアプローチしていく。 

［第３学年及び第４学年］ 

今まで直接関わることの少なかったもの・こと・ひとについても，対象として扱う。教

科としても理科や社会科が入ることで，学習で扱う範囲も広がるからである。中学年で

は，様々なことのつながりに目を向け，試行錯誤しながら活動することが重要である。こ

こでのつながりとは，対象と対象，人と人，時間的，空間的等，様々なつながりを意味し

ている。そのため，関わったことの少ないもの・こと・ひとを対象とすることでつながりに目を向け試

行錯誤しながら，課題解決のためにアプローチしていく。 

［第５学年及び第６学年］ 

これまでの学びや経験をもとに，今まで考えたことのない，または，関わったこと

のないもの・こと・ひとについても対象として扱う。しかし，あくまでもこれまでの

学びや経験をもとにしたそれぞれの興味関心から対象の範囲を広げていく。よりよい

未来の実現のために，どのような課題でも自分事として認識し，対象を多角的・多面

的に捉え，意味や価値を見出し続けることが重要である。そのため，今まで考えたこ

とのない，または，関わったことのないもの・こと・ひとを対象とすることで，あら

ゆることを自分ごととして捉え，自律的に課題解決のためにアプローチしていく。 

よりよい未来を 
実現する 

そ 価
値
付
け 
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A B 

自己肯定感          仲間意識 

C 

主 協 

自律的に活動する 価値を認め合う 

Ｃ領域における 3つの資質・能力の構造図 

植物園 

秋祭り 

平野ＥＸＰＯ 

自然と共生 


