
令和元・２年度 国立教育政策研究所 教育課程研究指定校（校種間連携）研究協議会

自分の考えを提案できる子供の育成
～幼稚園・保育所・認定こども園，小中学校を見通した資質・能力の育成を通して～

忍岡こども園 台東区立忍岡小学校 台東区立上野中学校



連携３校園

忍岡小学校

忍岡こども園 上野中学校



上野恩賜公園 東京都恩賜上野動物園 不忍池

東京藝術大学

地域の紹介

東京大学



研究の背景
IT化 グローバル化

自分の意見を提案



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

【育成するための学習過程の改善】

主体的な学び
対話的な学び
深い学び

【総則】第３章第5節の２
異校種間の連携や交流を図
り，共に尊重し合いながら
協働して生活していく態度
を育む

【総則】第３章第２節の４
幼児期の教育との円滑な接続
中学校教育との円滑な接続

幼児期から義務教育修了を見通した資質・能力の育成

【台東区学校教育ビジョン】
施策目標４ 持続可能な社会を創造

する教育を展開する
⑭学校園間の円滑な接続や連携の推進
０歳から１５歳までの一貫した教育の充実

台東区幼児教育共通カリキュラム
「小さな芽」

研究の背景



幼保，小，中の管理職，教員が
共に学び合う場の設定

主体的な学びとは

主体的な学びを実現
するための取組

主体的な学びを実現
する上での課題

連携カリキュラム
地域・国際理解をテーマに
カリキュラム･マネジメント



研究主題・研究仮説

幼稚園・保育所・認定こども園から小学校進学の接続，
小学校から中学校進学の接続を見通し，主体的な学び
を通して論理的な思考力・表現力を育成するカリキュ
ラムをマネジメントし実践することで，自分の考えを
提案できる子供が育成できるであろう。

研究仮説

令和元・２年度 国立教育政策研究所 教育課程研究指定校（校種間連携）

自分の考えを提案できる子供の育成
～幼稚園・保育所・認定こども園，小中学校を見通した資質・能力の育成を通して～

研究主題



１ 主体的な学びを実現する指導法の工夫

３ 異校種間の接続を見通した
カリキュラム・マネジメントの工夫

２ 提案できる，発信できる力を
育てるための学習活動の工夫

研究の内容



１ 主体的な学びを実現する指導法の工夫

研究の内容

見通しと振り返りを
大切にした授業展開

主体的に取り組むた
めの問い，学習課題
や教材の工夫



１ 主体的な学びを実現する指導法の工夫

研究の内容

主 体 的 に
取り組むた
めの問い，
学習課題や
教材の工夫

身近な施設，事象との出会い



１ 主体的な学びを実現する指導法の工夫

研究の内容

見通しと
振り返りを
大切にした
授業展開展開

学習や活動の計画・見直し



研究の内容

自分の考え
を提案する
場の設定

理由や根拠を
もてる工夫

２ 提案できる，発信できる力を
育てるための学習活動の工夫

発達段階に応じた目指す子供像の設定



研究の内容

発達段階に
応じた目指す
子供像の設定

２ 提案できる，発信できる力を
育てるための学習活動の工夫

意見を論理的に伝えられる子供



研究の内容

理由や根拠
を も て る
工夫

２ 提案できる，発信できる力を
育てるための学習活動の工夫

自分の経験や既習事項の活用



研究の内容

自分の考え
を提案する
場の設定

２ 提案できる，発信できる力を
育てるための学習活動の工夫

発表する場面の工夫



研究の内容

スタート
カリキュラム

国際理解を
中心とした
カリキュラム
づくり

地域を中心と
した
カリキュラム
づくり

３ 異校種間の接続を見通した
カリキュラム・マネジメントの工夫



研究の内容

スタート
カリキュラム

３ 異校種間の接続を見通した
カリキュラム・マネジメントの工夫

資質・能力の育成を意識



研究の内容

地域を中心と
した
カリキュラム
づくり

３ 異校種間の接続を見通した
カリキュラム・マネジメントの工夫

魅力的な地域教材の活用



研究の内容

国際理解を
中心とした
カリキュラム
づくり

３ 異校種間の接続を見通した
カリキュラム・マネジメントの工夫

様々な国の方との交流活動



忍岡こども園の取組
主体的な学びについて

【生きる力を育む】
〇食・寝・遊び
〇賢さ
〇挨拶ができる

【夢を育む】
〇体験
〇行動
〇想像

【思いやりを育む】
〇仲間
〇認め合う
〇喜び合う

【学びに向かう力を育む】

〇思考力
〇連続性
〇自主性

学びの四本柱

遊びを通して，子供の「自主性」「社会性」「創造性」を育む



【夕涼み会での模擬店】

〇商品を制作することにより物の構造や見立
てを意識する。
〇売り手，買い手に分かれることでコミュニ
ケーションのきっかけとなる。
〇擬似通貨を使用することにより「買い物」
の概念が理解できる。

体験的な学び

【手作りプラネタリウム】

〇光を遮ることで暗所ができるなど、光の特
性を知る。
〇代表的な星座を表現することにより，自然
と学びにつながる。



自分の気持ちを友達や先生に伝えることができる

郵便屋さんごっこ等を通し，
自分の気持ちを友達や先生に
伝える喜びを感じる

昨年の卒園児制作【活動マップ】を使い，
行きたい所や，楽しみ方を友達に教え
考えることを学ぶ

友達とトラブルになっても，自分の意見
や他の意見を聞きながら解決できる



低学年の取組
スタートカリキュラムの作成・実践・改善

幼稚園・保育所 小学校

安心 楽しい！
接続が大切

○読み聞かせ前の手遊び歌
○歌に合わせて学習用具の準備

幼稚園・保育所との接続

安心感や学習準備の定着
につながる



第1学年の実践について

○絵本を使った活動
→自分の考えを伝えやすい

わくわくタイム（前半）

楽しい・和やか・
発言しやすい雰囲気

○教科書「いい てんき」
○発表時の言葉遣い
○認め合いの「合い言葉」

チャレンジタイム（後半）

学習は楽しい！
自分も発表したい！
明日もがんばろう！



高学年の取組

第５学年：社会科「寒い土地のくらし」

第６学年：理科「ものの燃え方」

→提案したり発信したりする力を育て，高学年の目指す
児童像の実現，中学校への円滑な接続を図る

中学校への円滑な接続

既習事項
を生かす

その土地の特色
に着目させる

水上置換などの気体の
採取の方法を取り扱う



第６学年の実践について

○清水西河内小学校との交流
→台東区の町を紹介する活動

総合的な学習の時間「地域のよさを伝えよう！」

中学校との交流

・中学校との距離が縮まる
・より理解を深めて，調べ学習を進めていける

中学校との交流（中学生に発表）



上野中学校の取組

○教科指導における資質・能力の育成
・主体的に追究できる「学習課題」の設定
・根拠をもって自らの考えを述べる場面の設定

○総合的な学習の時間
における連携カリキュラムの実践
・地域学習 ・国際交流学習



○教科指導における資質・能力の育成

第２学年社会科の授業

「日本でなぜキリスト教

信者が増えたのか」

第１・２学年美術科の授業

「私が感じる美」



○総合的な学習の時間における
連携カリキュラムの実践(地域学習）

忍岡小学校第６学年
の発表を聞いて
振り返り

２４名の台東区観光
ボランティアを招い
てフィールドワーク

根拠を明確に地域の
良さを発表



異校種間の交流授業

互いに発表を聞き合う

こども園と小学校 小学校と中学校



子供の変容(こども園→小学校)



子供の変容(こども園→小学校)

緊張感
学習への集中
授業への積極性

学級への慣れ・安心感
積極的に発言
自分から進んでの学習
集中力の高まり



小学校第６学年で見られた姿



中学校で見られた姿



成果○
①主体的な学びを実践する指導法の工夫
・子供がわくわくするような問いや課題の設定
・「なぜ～なのか」「AとBを比較してみよう」など自ら考えなければなら
ない問いや課題の設定

・学習や活動を保証する時間の設定 ・一人一人が活躍する場面の設定
・学習や活動を振り返る時間の設定

②提案できる，発信できる力を育てるための学習活動の工夫
・理由や根拠をもって子供が自らの考えを述べる場面設定，意識化
・個人→班→学級全体で段階的に発表させる場面設定
・ホワイトボードや短冊，プレゼンテーションソフト等を活用した多様な表
現方法



成果○

③異校種間の接続を見通した
カリキュラム・マネジメントづくりの工夫
・それぞれの園や学校の教員の意識の高まり
連携の日の有効活用

・台東区の公立学校や幼稚園，保育所，認定こども園にとって，「地域学
習」「国際交流学習」はいずれにおいても取り組むことが可能

・こども園で学んだこと，小学校で学んだこと，振り返りながら中学校で
さらに追究していくというスパイラルな学びが可能

・こども園の園児の発表を聞いて→小学校第1学年は，もっと地域に詳しく
なりたい。
小学校第６学年の発表を聞いて→中学校第１学年は，更に詳細な地域調査
をしたい。異校種間の連携→子供の意欲の高まり



課題▲
①主体的な学びを実践する指導法の工夫
・教えなくてはいけない内容が増えたり，教科によっては，工夫が難しい

場合の対応
・追究の時間の確保

②提案できる，発信できる力を育てるための学習活動の工夫
・根拠をもった発言ができるための基礎学力の定着

・子供の育ってきた環境が影響する表現活動

・一人一人の発言の保証



課題▲

③異校種間を見通したカリキュラム・マネジメントづくりの工夫
・年間計画の調整

・学校間の距離→オンラインの活用



今後の校種間連携のために･･･アンケートから

11月18日の報告会を受けて

・園児の１年間での成長の大きさを感じた。
・この研究を継続していきたい。（園）
・子供たちの提案したり発信したりする力
の成長を感じた。（小）

・「地域」「国際理解」で行ったカリキュ
ラムの有効性を感じた。（小）

・今後もつながりを継続したい。（小）
・子供の変容を追っていくことが大切なことを
学んだ。（中）

・相手の考えや資料などから推測して会話がで
きる習慣の育成が必要だ。（中）

・研究の継続が大切だ。（中）



オンラインを活用した授業
こども園⇔小学校



オンラインを活用した授業
小学校⇔中学校



御清聴ありがとうございました。


