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「未来を『そうぞう』する子ども」（第４年次）

１ 研究の概略
１） 未来を『そうぞう』する子どもとは
今の世の中は，科学技術が日増しに進歩し，社会構造も急速な変化が進み，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。そのような時代を生きていく子どもた
ちが未来に対して，希望を持って強く生き抜くことができるのか。考えた結果，どんな状況
においても，希望をもって自ら行動し，みんなでよりよい未来をつくろうと，あきらめずそ
うぞう（想像・創造）し続けられれば，よりよい未来をつくっていくことができるのではな
いだろうかという考えに至った。自分が置かれている状況に関わらず，その中で希望をも
ち，よりよい未来を求めて自ら行動を起こすことができる，人と共に協働してよりよい未来
をつくることのできる，そのような過程に意味や価値を見出し続けることができる。そんな
力があれば，先の見えない未来においても，従来，評価されてきた資質・能力に加えて新た
に資質・能力を発揮して，自分自身で道を切り開き，前を向いて生きていくことができるで
あろう。そこで，そのような「未来を『そうぞう』することのできる子ども」を以下のよう
に定義した。
【未来を『そうぞう』する子ども】
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・多面的にアプローチし続けることができる子ども
２） 研究開発課題
「未来を『そうぞう』する子ども」を研究主題とし，「未来を『そうぞう』する子ども」
の育成に向けて研究開発を進め，本年度はその第４年次となる。「未来そうぞう」という主
題に向けて，以下の研究開発課題に取り組んでいる。

【研究開発課題】
新教科「未来そうぞう科」と「各教科における『未来そ
うぞう』」を設定し，学校教育全体において「主体的実践
力」「協働的実践力」「そうぞう的実践力」の３つの資質・
能力を育成することを目的として教育課程及び教育方法，
評価等の研究開発を進めていく。
図１

本研究の概略の構造図

３） 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
「未来を『そうぞう』する子ども」に必要な資質・能力を「主体的実践力」「協働的実践
力」「そうぞう的実践力」の３つ，設定した。
【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
本校では，約 50 年近く続く同じ学校教育目標「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
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重視してきた。この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。この本校における取り組みを基盤とし，これらを実践できる力を確
実に育むことによって，「未来を『そうぞう』する子ども」を育成することができるのでは
ないか。そこで，それぞれ「主体性」「協働性」「創造性」を実践することのできる力を「主
体的実践力」
「協働的実践力」「そうぞう的実践力」とし，学校教育全体において育成しよう
と考えた。
よりよい未来をつくるために，アプローチし続ける
３つの資質・能力の関係性については，図２に示す通
中で、新たに意味や価値を見出すことができる力
りである。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。他者と協力す
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
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
りよいものへとつくり変え続けることである。この一連
の営みの中で子どもたちが主体的実践力と協働的実践力 図２ ３つの資質・能力の関係性
を両輪として発揮することによって，長期的にそうぞう
的実践力を育成できる。これらの資質・能力は予測の困難な時代において，新しい未来を切
り拓き，生き抜くために必要になると考える。
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

『未来そうぞう』

２

研究の内容
国語 社会
外国語
活動
１）“未来を『そうぞう』する子ども”に向けての構想
算数
道徳
本研究では，
「未来を『そうぞう』する子ども」の育成に
『未来そうぞう科』
向けて，学校教育全体で３つの資質・能力を育むために，
理科
体育
新しく新教科「未来そうぞう科」及び「※各教科における
家庭
音楽
図工
『未来そうぞう』」を設定した（図３）。「そうぞう」には，
よりよい未来を「想像」する，よりよい未来を「創造」す
るという両方の意味を兼ね備えている。とりわけ３つの資質 図３ 各教科と「未来そうぞう科」
の構想図
・能力を育むことに特化した新教科「未来そうぞう科」で
は，自分，他者，社会・自然を学びの対象として，子ども自身が問いをもち，協働的に活動
しながら，様々な方法で解決活動を行う。未来そうぞう科は，本研究の教育課程の中で,中
核を担うものである。未来そうぞう科を中核に据え，各教科も含め，“未来を『そうぞう』
する子ども”の育成をめざすこととする。
※道徳と外国語活動においては，令和２年より新教科等として創設されるため，本校においては，例外的に教
科として位置付けるものとする。

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のぞましいものへと変
容することを思い描き，新しく行動をおこしたり，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，既有の教科においても行われると考える。イメ 図４「イメージ・クリエイト」
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」がさらなる広がり，深まりのある
「イメージ」へとつながっていく。このように「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」をめざして進んでいく。
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３）新教科「未来そうぞう科」
① 新教科「未来そうぞう科」とは
新教科「未来そうぞう科」とは，「未来を『そうぞう』する子ども」に必要な「主体的実
践力」「協働的実践力」「そうぞう的実践力」という資質・能力を６年間かけて育成すること
を目標として，１〜６年生を対象に設定した新教科である。これは，現学習指導要領の「生
活科」「総合的な学習の時間」「特別活動」の時間を合わせて設定している。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」には内容の取り扱いは書かれているが系統的に示されていないことや，「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」として示していく。
② 未来そうぞう科の目標
【未来そうぞう科の目標】
「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。
○「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」の対象として，３つの領域を設定した。学習テーマの視点は以下の通
りである（表１）。
表１ 学習テーマの視点
A 自分自身
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，自分自身に深く，広くアプローチすることができる学習展開を行う。
B 集団や人間関係
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
「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。
C 社会や自然
自分を取り巻く「社会」や「自然」について「自分事」ととらえ，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できることを「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。
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。
これまでの未来そうぞう科の実践を踏まえ，領域別にまとめたものが，表２の未来そうぞ
う科の対象例である。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，既有の教科も含めて，一体的に補い合って高まっ
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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。
表２ 未来そうぞう科の対象例

実践的・体験的な活動とは未来そうぞう科の学習活動であり，子どもが活動を通して，学
ぶ教科であるこということを示している。
○未来そうぞう科の見方・考え方を働かせて
ここでは，未来そうぞう科において，どのような視点で対象を捉えどのような考え方で思
考していくのかという対象を捉える視点や考え方を示す。未来そうぞう科の見方・考え方と
は『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，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』である。
「イメージ・クリエイトの往還」とは子どもたちは学びの対象と向き合う中で現状がより
のぞましいものへと変容することを思い描き，新たに行動をおこしたり，立ち止まったりす
ることを繰り返すことである。
「多角的・多面的にアプローチし」とは対象を一面的に捉えるのではなく，子ども自らの
過去の経験や各教科等で身につけた既有の知識や技能，友だちの考えなどを基に様々な視点
で対象にアプローチしていくこと。そして対象にアプローチすることによって得られた経験
を蓄積していくことで，対象を改めて捉え直し再び対象にアプローチしていくことである。
多角的・多面的な視点で対象にアプローチすることにより方向性をもって「イメージ・クリ
エイト」が往還される。
「過去・現在・未来と関連付けながら」とは子どもたちの時間軸を表し，対象を過去の経
験と関連付けたり，現在の現状把握に努めたりして，対象がより望ましい未来に近づくため
に今，何ができるかを考えることである。ただし子どもによって，未来を見通す空間や時間
軸は異なる。その点を踏まえながら，領域ごとにおけるよりよい未来の本質的な課題を明確
にすることが大切である。
○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
未来そうぞう科における目指す子どもの姿である。
未来そうぞう科の見方・考え方を働かせて対象にアプ
ローチすることにより，方向性をもって「イメージ・
クリエイト」が往還され，子どもの主体的実践力や協
働的実践力が両輪となって発揮され，対象に新たに意
味や価値を見出すことができる力（そうぞう的実践
力）が育成できると考える。
図５
三つの資質・能力と
イメージ・クリエイトの関係性
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４）新教科「未来そうぞう科」の評価
① 領域ごとの目指す子ども像の設定と資質・能力表の 15 回目の改訂
未来そうぞう科において，それぞれの領域で育みたい子ども像を職員全体で共有し，その
子ども像に向けて，低学年，中学年，高学年がどのような資質・能力を身につけておくとよ
いのかを改めて，検討し直した。下の表３は各領域の目指す子ども像と 15 回目の改訂を繰
り返した未来そうぞう科の「資質・能力表」である。この「資質・能力表」を現段階におけ
る暫定的な指針として，未来そうぞう科の学習指導要領に示す。また，領域ごとにおける目
指す子ども像についても学習指導要領 試案に示すものとする。
表３ 未来そうぞう科 の「資質・能力表」（15 回目の改訂）

②

３つの資質・能力を高める未来そうぞう科の評価について
３つの資質・能力にその１つの授業で見取れるものもあれば，長い時間をかけて見取れる
ものもあるということが明らかとなった。主体的実践力や協働的実践力は，1 つの授業のそ
の瞬間においても発揮できるものである。そうぞう的実践力においては，長期的な学びの蓄
積が必要である。このような特性を踏まえて，３つの資質・能力を構造化すると，図５に示
す通りとなり，子どもの主体的実践力や協働的実践力が両輪となって発揮されることによっ
て，長期的にそうぞう的実践力が育成できると考えられる。つまり，そうぞう的実践力の中
に，主体的実践力や協働的実践力が包括されると言える。このような構造化を踏まえて，そ
うぞう的実践力の評価について焦点化し研究を進める。
③

評価の基本的な捉え
未来そうぞう科の評価は一人ひとりの資質・能力向上に向けての評価であり，現状の子ど
もの出来不出来を決定づけるためのものではない。単元のねらいとする目標を明らかにし
て，教師が手立てを考える。その目標に対する実際の子どもの考えや姿を見取る。教師自身
が自分の授業を振り返り，子ども一人ひとりの考えや姿に価値を見出す。そして，その子の
よりよい成長に向けて，指導計画の見直しや教師の手立てを考える。これらを繰り返すこと
で授業改善が図られ，３つの資質・能力が高められると考える。
5

④

評価の観点
昨年度，３つの資質・能力を発揮しているものを６つの観点※1 にまとめた。この評価の観
点は教師だけではなく，子どもと共有することで，子どもが自分自身を自己評価することが
可能となる。この６つの観点の中のいずれかに焦点化して自分を振り返ることで，現在の自
分はどのような力を身につけたのか，課題解決に向けて自分にはどんな力が必要だと考える
のか，またその力をつけるためにどんなことにチャレンジしていけばよいのか，という学び
の羅針盤となると考える。成果として，観点があることで教師自身の指導計画の立案や教師
の手立ての見直しが図れた一方で，観点が多いあまり，子どもとの共有が難しく学習者を主
体とした自己評価に繋がりにくい点が課題として挙げられる。教師も子どもも評価の観点や
方法についても共有し，今ある資質からより「未来をそうぞうする子ども」に近づくために
どんなことが必要であるか，立ち止まり，その観点をもとに今を振り返り，次の方向性を見
出すために検討を重ね，まとめたものが表４である。３つの観点においては，各学年の未来
そうぞう科の実践においては学習指導案において明記し，評価を行うこととする。
表４ そうぞう的実践力の評価の観点
教師側の観点
①イメージ力
②クリエイト力
③レジリエンス※２
子ども側の観点
①考えてみる
②やってみる
③最後までやりぬく
※1…昨年度，用いた評価の観点
教師側の観点
子ども側の観点

①没頭

②協力

③見通し

④整理

⑤発信

⑥※レジリエンス

①楽しむ

②助け合う

③見通す

④つなぐ

⑤人に伝える

⑥やりぬく

触れ
視点

時間

る

役割
姿勢

分担

過
交流

現

去

在

未
来

比
較

関連
付け

分
類

相手
意識

価値づ
発信

け

改善

※2…レジリエンスとは「しなやかな強さ」を表し，どんな課題に対して，困難にぶつかっても改善
を加えながら，過程や結果に意味や価値を見出し，最後までやりぬくことである。レジリエンスの
視点としての「やりぬく」を評価するためには単元における学びの蓄積が必要である。

⑤

学習者を主体とした評価の方法
教師と子どもは１つの授業において，表
４の観点を共有した上で，課題解決に向け
て活動しながらも時には立ち止まり，今を
ふりかえり，過去を省みて，未来に思いを
はせる。この一連の営みは，図６のように
授業内における学習者を主体としたポート
フォリオを用いた自己評価をベースにしな
がら，より自己をメタ認知できるように，
図６ 学習者を主体とした評価の方法
指導者だけでなく，児童，保護者，ゲスト
ティーチャーからの評価も取り入れる対話型評価を用いて評価を行う。自己評価はただ書か
せればいいのではなく，どのような方法で・どのようなデータをもとに・どのようなタイミ
ングで自己評価するのかなどを検討する必要がある。その点を踏まえ，未来そうぞう科の実
践の中から，子どもたちの自己評価をベースとした具体的な評価方法について検討を重ねて
いる。そうぞう的実践力を高める評価方法は次の通りである。
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○ポートフォリオでの蓄積
E ポートフォリオのよさはワークシートには残すことができな
い学びの過程を子どもの視点で動画や写真，音声などに記録で
きることである。この記録はワークシートで書いたものよりも
生きた記録になり，編集や発信に使えるものとなる。さらに，
書くことを不得手としている子どもにも有効である。しかし，
子どもの発達段階や ICT 機器のスキル面，扱う時のルールづく
りなど配慮しなければならない。ICT 機器を扱う時に，ICT 機
図７ ロイロノートにデータを
器そのものへの誘惑を律して活用できるようになるためには，
整理して蓄積している様子
あらゆる場面で ICT 機器を使うことに慣れておくことが必要で
ある。本校においては，第３学年が中心となって，ICT 機器（主に iPad）の扱い方や ICT 機
器を用いたプレゼンの習得を目指す学習もある。高学年になれば，様々なポートフォリオの
方法（ロイロノート，iPad や iPod touch の動画・写真・音声機能，ワークシート，未来ノ
ート）を活動に応じて取捨選択する姿を目指したい。
子どもが「イメージ」を表出するためのツールとして，ど
んどんかきたくなるノート，自分の広げてきた「イメージ」
をかき溜める足跡になるノート。そんな「未来ノート」を目
指し，表紙も中身も無地のノートを準備し活用することとし
た。子どもたちは未来そうぞう科の授業のみならず，あらゆ
る教科でそのノートを活用する姿が見られる。しかし，発達
図８ 未来タイムカード記入例
段階や領域によってはある程度の枠があることで，子どもの
「イメージ」が表出される「ワークシート」や振り返りと次への見通しが一体化した「未来
タイムカード」
（図８）も場合に応じて運用していく。
「イメージ」の見える化によって，子ども一人ひとりの考えに教師が価値を見出すことが
できる。そして，その子のよりよい成長に向けて，指導計画の見直しや教師の手立てを考え
る。これらを繰り返すことで授業改善が図られ，そうぞう的実践力が高められると考える。
しかし，子ども自身がこのノートを見返して立ち止まる場面が少ないことから，どのような
タイミングでそれらのポートフォリオを活用するかについてはさらなる検討が必要である。
○自己評価を促す対話型評価
自分たちの取り組みをメタ認知しようと思ったときに，ただ自分たちの活動を繰り返し続
けるだけでは，新たな視点は得ることができない。そこで，自分たちの取り組みを別の視点
から見ることができるように，児童同士で相互評価を行う場を設ける。また，保護者の参画
を取り入れる。さらに，地域住民や専門家の方をゲストティーチャーとして，積極的に活用
する。学習者が指導者・児童・保護者・ゲストティーチャーと対話することにより，対象を
より多角的・多面的に見ることにつながり，活動の課題や見通しが明らかになっていくと考
える。
○未来タイムの設定
未来そうぞう科は対象の未来について，次はどのように進めていくか，常に先を見通す教
科であると考える。そのために過去や現在の経験をもとに成果や課題を見つけていく。そこ
で，未来そうぞう科においては，時には立ち止まり，先を見通したり，対象を捉え直したり
する場として，
「未来タイム」を設定することとした。未来タイムは主に授業の終末や朝の
モジュールで行う。対象をとことん捉え直す場が必要な場合は未来タイムを４５分間，設定
することも有効である。
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５）
「各教科における『未来そうぞう』
」
未来そうぞう科は，本研究の教育課
程の中で，中核を担うものである。未
来そうぞう科を中核に据え，各教科も
含め，“未来を『そうぞう』する子ど
も”の教育課程を編成する。本研究を
進めるにあたって，各教科において
は，次期学習指導要領の資質・能力を
ねらい，学習を進めていくと同時に，
「主体的実践力」「協働的実践力」「そ
うぞう的実践力」の３つの実践力の育
成にも取り組んできた。４年間の研究
により，３つの実践力を高めやすい各
教科の特性が明らかとなった。
本年度，各教科は図９の「“未来を
図９ “未来を『そうぞう』する子ども”に向けての全体構造図
『そうぞう』する子ども”に向けての
全体構想図」の中のどのような位置であるのかを明らかにして，研究を進めていく。さらに
各教科においても，次期学習指導要領の資質・能力を育成しつつ，学習を進めていくと同時
に，６年間をかけて，「そうぞう的実践力」を発揮した姿を想定して研究を進めていく。具
体的には学習指導案に以下の表５のような単元の目標を明記し，単元内においても，「そう
ぞう的実践力」を発揮している姿を提案していく。
表５

第４学年 理科『電流の働き』における単元の目標
資質・能力

そうぞう的実践力が
発揮される姿

主体的に学習

乾電池や光電池に豆電球やモーターなどをつないだ時の現象に興味・関心をも

獲得してきた知識・技

に取り組む

ち，進んで電気の働きを調べようとしている。

能を活用して実験を繰
り返したり，他の班と

態度
思考・判断・

乾電池や光電池に豆電球やモーターなどをつないだときの明るさや回り方を関

交流したりする中で，

表現

係付けて，予想や仮説をもち，考察し自分の考えを表現することができる。

自分たちのアピールポ

知識・

乾電池の数やつなぎ方を変えると，豆電球の明るさやモーターが変わることを理解することができ

イントを見直し，諦め

技能

る。

ずに自分の理想の車を

簡易検流計などを適切に操作し，乾電池と光電池の性質を調べる実験をすることができる。

つくり続ける姿

豆電球の明るさやモーターの回り方の変化を調べ，その過程や結果を記録することができる。

また，未来そうぞう科の要素とは「イメージ・クリエイト」「未来そうぞう科の見方・考
え方」「探究的な学習」「自己評価」「３つの領域」などが考えられる。これらの要素は本研
究においての根幹であるといえる。各教科は育成すべき資質・能力を明らかにした上で，そ
れぞれの特性を踏まえ，未来そうぞう科のどの要素にアプローチしていくかを明確にして研
究を進めていく。
各教科の本年度の研究主題を表６に示す。
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表６
国語科
社会科
算数科
理科
図画工作科
家庭科
体育科
道徳科
外国語活動

各教科の本年度の研究主題
文学を愉しむ子ども

〜子どもの自発性を促すために必要な国語的空間の設定〜
「社会的事象をもとに考えを深め合いながら未来をそうぞうする子ども
〜対話を通して人・もの・ことにアプローチし、よりよい社会を考える実践〜
算数に感じ，未来をそうぞうする子ども
〜自ら捉えなおすことで発揮する，そうぞう的実践力〜
豊かな自然観に基づき，未来をそうぞうする子ども
～未知なことに挑戦する探究型の授業～
新たな意味や価値をつくり出そうとする子ども
〜造形遊び的思考を通して未来そうぞうのそうぞう的実践力を育む〜
主体的実践力を高め，よりよい未来の生活をそうぞうしようとする子ども
〜批判的思考力の育成を通して〜
課題の解決に向けて“運動の楽しさ”をそうぞうする子ども
〜できる・わかるを積み重ねる授業〜
よりよい未来を『そうぞう』するために，自己の生き方についての考えを深める子ども
〜問題を自分事として捉えて，未来への見通しを持つ道徳授業〜
主体的に他者と関わり、その中に楽しさや喜びを見出せる子ども
〜「やりたい！」「できた！」の繰り返しを通して主体性を育む外国語活動の授業づくり〜

〇

主にベースにある特別な教科【道徳科】
道徳科におけるめざす子ども像は，「よりより未来
のために，道徳的諸価値に関わる事象を自分自身の問
題として受け止め，その解決と実現に向けて，物事を
多角的・多面的に考え，自己の生き方について考えを
深める子ども」である。そのような子どもを育成する
ために，道徳的問題を意識したり，道徳的な実践意欲
と態度を表現する場を想定したりできる授業展開を行
う。道徳科の時間に深めた道徳的価値について理解し
たことや，道徳科で想像力を働かせて考えたことが，未 図１０ 道徳科の全体構造図
来そうぞう科での幅広い活動につながっていくと考え
る。未来そうぞう科の学習計画と道徳科の時間を関連づけることで，道徳科の時間に考えた
解決方法を実践する場を意識することができ，３つの実践力の素地として，道徳的実践意欲
と態度をより育むことができると考える。
〇 主に主体的実践力を高め，そうぞう的実践力の発揮をめざす教科例【家庭科】
家庭科におけるめざす子ども像は，「自分の生活を見つ
め，家族の一員であることを自覚し，自分や家族・社会に
とってより良い生活や未来を創造しようとする子ども」で
ある。自分たちの生活を，多角的・多面的に見つめ直すこ
とによって，これまで気がつかなかった現状に対する課題
や社会とのつながり，未来につながるような課題に気が付
き，それをより良くするために試行錯誤しながら，自分や
家族にとって，また，社会の一員としてよりよい生活，そ
の延長にある未来を創りだそうとする視点を持つ子どもを
育成していきたいと考える。自分たちの生活を「もっとよ 図１１ 家庭科の全体構造図
くなるのでは？」という視点で見つめ直すことのできる力
を批判的思考力という。現実をあるがままに受け止めることにとどまるのではなく「何のた
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めにするのか？」「本当に価値があるのか？」などをじっくりと考えるために必要な力とい
える。特に本校家庭科ではこの批判的思考力を，問題を自分事と捉え，これまでの経験を生
かして多面的・多角的に見つめ直し，「現状が一番良いのか？」「ほかにより良いものはない
のか？」などをじっくり考え，そこから主体的に課題を見出し，解決へとアプローチする力
としている。批判的思考力を高めることで，未来をそうぞうする子どもたちに必要な主体的
実践力を高めることができると考える。
〇 主に協働的実践力を高め，そうぞう的実践力の発揮をめざす教科例【算数科】
算数科におけるめざす子ども像は，算数に感じ，未来を
そうぞうする子どもである。算数の学習過程は，「個人解決→
集団解決→個人解決」と，最終的には自分の力で解決する。
しかし，集団解決で友だちの考えを受け止めることで，自分
のよりよい解決に結びつけることができる。自力解決後，自
分の考えを友だちと交流する過程で，友だちの考えと比べて
自ら「捉えなおし」，自己の見方・考え方を再構成（変容・確
立）させていく。この，学びのプロセスは未来そうぞうにお
ける協働的実践力を発揮・育成できると考える。
図１２

算数科の全体構造図

〇

主にそうぞう的実践力を高める教科例【図工科】
図画工作科におけるめざす子ども像は、「〈いま−ここ〉の対象や
事象を受け入れ、多様性を認め合い、新たな意味や価値をつくり
出そうとする子ども」である。子どもは、図画工作科の授業の中
で現れる多種多様なもの・こと・ひとの思いなどをつないだりつ
なぎ変えたりしながら、一つ一つの行為を通して、常に意味や価
値をつくり、つくりかえ、つくっている。このように、新しい意
味や価値をつくり出すことは、図画工作科の本質であり、人間に
とって極めて重要な能力である。この能力発揮している時、同時
に、本校が設定する三つの実践力を発揮しているが、中でもとり
わけ、そうぞう的実践力を育成できると考える。また、アプロー
チし続けることが重要となってくるそうぞう的実践力を発揮でき
るようにする手立てとして「造形遊び的思考」を取り入れ、授業
の中で材料などに働きかけ、次どうしたいかを思いつくという
流れを大切にしている。
図１３ 図工科の全体構造図

３

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。
「よりよい未来」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。
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４

研究組織について
本校は研究開発指定を受ける以前より，学校教育目標に即しためざす子ども像に向け，各
教科が教科主任会・教科部会・G 教（グループ教科部会）といった部会を構成し，組織的に
研究を積み重ねて来た。第２年次以降からは図１４のように，従来の研究体制に「未来そう
ぞう三部会」を加え，全教職員をあげて未来そうぞう科を中心とした各教科・領域の学習を
通して，未来をそうぞうする子どもの育成に励むこととした。第４年次からは G 教を様々な
視点から未来そうぞう科へアプローチできるように再編し，研究にのぞめるよう構成した。
研究戦略会

図１４

研究組織の構成

５ ＩＣＴを活用した学習展開の工夫について
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。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
究を進めてきた。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 活用及び一昨年より始まった「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。
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６

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７ 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８ 本校が取り組もうとする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

136

140

105

105

105

105 生活科

102 105

0

0

0

0

道徳

34

35

35

35

35

35

外国語活動

0

0

0

0

35

35

680

735

805

840

805

805 道徳

未来
そうぞう

教科

総合的な学
習の時間
特別活動

外国語活動

0

0

70

70

70

70

34

35

35

35

35

35

34

35

35

35

35

35

0

0

0

0

35

35

教科
（生活科以

680 735 805

840

805 805

外）

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。
【引用文献等】
（1）中央教育審議会 “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）”.文部科学省.2016–12–21
http://www.mext.go.jp/unesco/002/006/002/shiryo/attach/1385995.htm

（２）岩﨑 千佳 2019 創造的実践力の評価の視点と方法の開発—「未来そうぞう科」の実践を通
したモデルの作成— 大阪教育大学教職員大学院 修士論文
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