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論説  
ESD の推進  社会に開かれた教育課程 
～人・関係機関等とのつながりを生かして子どもを育てる～ 

大和田南小学校 校長 田中 一成 

実践報告  

  SDGs17 の目標の実現を目指す子どもの育成を！ 

                    大和田南小学校 教諭 滝沢 啓 
    ESD の推進 
   ～子どもたちのよさや可能性を引き出し伸ばす教育～  

         みどりが丘小学校 教諭 森 綾香・川田 育実 

わくわく授業  

物語の世界を楽しもう！「お話ガイドツアー」 
～第２学年『アレクサンダとぜんまいねずみ』の授業実践を通して～ 

                     萱田小学校 教諭 向中野 優 
    楽しくなきゃ授業じゃない 

 学びがなきゃ授業じゃない  

                      大和田中学校 教諭 𠮷田 篤史 
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年間テーマ 

― ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進 ―

わたしの〇〇経営  
わたしの学級経営   

Yes，心意気！～失敗も成功も，挑戦しないと得られない～ 

      八千代台東小学校 教諭 松本 麻里花 

わたしの部活動経営   
生徒たちの心の成長が喜び 

～「吹奏楽部に入ってよかった」と思える部活動を目指して～  

               八千代中学校 教諭 前田 春奈 

若い力  

 今だからこそできる学び 

                    大和田小学校 教諭 渡邊 大樹 
   私のこだわり 
              阿蘇中学校 教諭 髙部 夏那 

先輩からのエール  

ある素敵な教頭先生との出会い 

    八千代市教育委員会学務課 教育指導主事  

前 八千代中学校 校長 相 馬  剛 



(2) 教 育 や ち よ 第１３２号 

１ はじめに 

令和元年は，５月にもかかわらず気温が３０

度を超し，熱中症対策を余儀なくされた。また，

9 月 9 日千葉県に上陸した台風 15 号は，過去最

強クラスの勢力で停電や断水など県内に大きな

被害をもたらした。地球温暖化の影響で気候が

変わり，世界中で自然災害も多発した。 

令和２年は，新型コロナウイルス感染症が子

どもたちの学校生活を，そして，これまで親し

んできた常識を根本から塗り替え，新しい生活

様式に移行せざるを得ない事態を引き起こした。 

この他にも，世界に目を向けるとたくさんの

問題が起きている。今，こうしている間にも紛

争が起き，貧しくて学校に行けない子どもたち

が大勢生まれている。地球の環境も悪化の一途

をたどり，多くの動物や植物が絶滅の危機にさ

らされている。 

これらの問題を解決するには，一人の力では

できない。しかし，小さな力でも世界中のみん

なで力を合わせれば大きな力に変わる。 

平成３０年度本校が加盟したユネスコスクー

ルは，世界の子どもたちがつながり「知恵と行

動」で小さな力を大きな力に変える学校である。 

ユネスコスクールへの加盟は，ゴールではな

く，世界とつながる第一歩だと考えている。 

本校は，開校以来，社会科と生活科の研究に

取り組んできた。令和元年度からは，これまで

の研究教科である生活科，社会科に加え，総合

的な学習の時間，交流及び共同学習，イマージ

ョン学習の研究に取り組み始めた。 

何事もそうであるが，今まであるものを変え

ず，同じように行えば失敗することも少なく，

比較的容易に取り組むことができる。 

しかし，それではたくさんの課題を抱える厳

しい時代を自らの力で切り開いて生きていく

「生きる力」は育たない。 

私たち教育に携わる者は，２０１５年国連の

サミットで「誰一人取り残さない」持続可能で

多様性と包摂性(ほうせつせい)のある社会の実

現のため，２０３０年を年限とする１７の国際

目標を達成するための次の社会の担い手である

子どもたちを育てていかなければならない。 

 

２ 今，学校がやるべきこと 

(1)「学校の教育目標」の再点検 

カリキュラム・マネジメントを効果的に進め

るためには，何を目標として教育活動の質の向

上を図っていくのかを明確にすることが重要で

ある。新学習指導要領の施行に伴い，本校の教

育目標である「世界に生きる」をキーワードと

したグランドデザインを次の４点から再点検を

した。 

①「持続可能な社会づくり」の視点が含まれ

ている。 

②地域の実態や，目の前の子どもたちの個性

や持ち味に基づいている。 

③「社会に開かれた教育課程」の理念をしっ

かり踏まえている。 

④「全国学力・学習状況調査」の結果を活用

している。 

(2)カリキュラム・マネジメントを充実するた

めの組織作り・学校づくり 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，

学校は，新しい生活様式を取り入れるとともに，

 

 ESD の推進 

社会に開かれた教育課程 

～人・関係機関等とのつながりを生かして子どもを育てる～ 

八千代市立大和田南小学校 校長 田中 一成 

ユネスコスクール加盟セレモニー 
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(3) 教 育 や ち よ 第１３２号 

学習内容や活動内容を工夫していく必要がある。 

 そのために校務分掌を見直し，各教職員を適

切に配置して役割分担を明確にすると共に，相

互の関係性を明らかにして協力体制を推進する

組織となるように改善を図った。 

 

３ 本校での具体的な取組 

 新学習指導要領総則「第１ 小学校の基本と教

育課程の役割 ４項」には，次のように書かれて

いる。 

 本校では，地域や子ども本位の学校運営を行

うためにカリキュラム・マネジメントとして次

の５点に取り組んだ。 

(１)教科等横断的な視点で，教育課程を編成

する。 

社会科や国語科などそれぞれの教科がバラバ

ラに授業をしていては，これからの時代に必要

な能力が育たない。各教科が足並みをそろえて

授業を行う必要がある。しかし，ただ単に各教

科が足並みをそろえるのではなく，コンテンツ・

ベース(内容：知識重視の教育)からコンピテン

シー・ベース(能力：資質・能力を育成する教育)

への転換を意識したものでなければならない。 

すなわち「何を教えるか」から「何ができる

ようになるか」という転換を図られなければな

らない。 

「何を教えるか」の主語は「教師」であるが，

「何ができるようになるか」の主語は「児童」

である。これは，教師から子どもへと，主役を

転換することを意味している。 

【２つの教科横断的な視点】 

Ⅰコンピテンシー(能力)による教科等横断 

(1)-1＝言語能力 

(1)-2＝情報活用能力(情報モラル含む)  

(1)-3＝問題発見・解決能力 

Ⅱコンテンツ(内容)の共有による教科等横断 

 (2)-1＝伝統や文化に関する教育 

(2)-2＝主権者に関する教育 

(2)-3＝消費者に関する教育 

(2)-4＝法に関する教育 

(2)-5＝知的財産に関する教育 

(2)-6＝郷土や地域に関する教育 

(2)-7＝海洋に関する教育 

(2)-8＝環境に関する教育 

(2)-9＝放射線に関する教育 

(2)-10＝生命の尊重に関する教育 

(2)-11＝心身の健康保持増進に関する教育 

(2)-12＝食に関する教育  

(2)-13＝防災を含む安全に関する教育 

  

 本校では，コンピテンシー(能力)による教科

等横断を図るために，全学年 ESD カレンダーを

作成し，国際理解教育への取組を中心にしなが

らも，各学年に合わせた実践を計画的に組み立

てた。教育課程を通じて全校で取組を進め，6

年間を通して子どもたちを育てている。 

 

※教科等横断的に育成された「論理的な力」を

育てる場合の一例 

国語科を通じて○○を使った論理的な力を育てる。 

社会科を通じて○○を使った論理的な力を育てる。 

算数科を通じて○○を使った論理的な力を育てる。 

理科を通じて○○を使った論理的な力を育てる。 

家庭科を通じて○○を使った論理的な力を育てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各学校においては，児童や学校，地域の実態

を適切に把握し，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，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，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など

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(以下「カリキュラム・マネジメント」

という。）に努めるものとする。 

各教科で育てた「論理的な力」は，全部が重

なり合って，一人の子どもの全体的で総合

的な「論理的な力」となる。 



(4) 教 育 や ち よ 第１３２号 

(２)実践を可能とする資源(人・金・物・時間・

情報)を確保する。 

ユネスコスクール加盟の最大のメリットは，

ネットワークを活用し，人とのご縁を生かしな

がら地域に，そして，世界に開かれた教育課程

づくりを進められることである。 

ネットワークを生かし,外部人材を積極的に

活用することにより，教員にはない専門的知識・

技能が学習でき，キャリア教育にもつながった。 

【３年 ＥＳＤめがねをかけて考えよう！】 

 地域在住で公益財団法人五井平和財団事業デ

ィレクターの中山樹様や生活科研究会理事の中

川隆政様とのつながりをきっかけに，横浜市の

ユネスコスクールや教育委員会ともつながりを

もつことができ，新しい単元開発につなげるこ

とができた。生活科から総合の学習がはじまる

３年生において，ＥＳＤの視点をもって物事を

見ることができる力をつけさせるための単元

「ＥＳＤめがねをかけて考えよう！」はその成

果の一つである。 

【４年“届けよう，服のチカラ”プロジェクト】 

４年生では，㈱ユニクロが行っている「“届

けよう，服のチカラ”プロジェクト」に取り組

んだ。取組をはじめた当初は，校内だけでの活

動であったが，２年目からは，近隣の大和田中

学校，大和田小学校，大和田西小学校や学区内

の幼稚園，自治会などにも協力を呼びかけた。   

活動の輪は年々広がり，３年目は，12,184 枚

の服を集めることができた。地域社会と連携す

ることにより，活動に広がりが出てきた。 

【５年 ベトナムとの国際交流活動】 

５年生で取り組んだベトナムタイビン省の学

校と「米を使った食文化」という共通テーマの

もとに行った国際交流活動では，ベトナム大使

館とのつながりがある市内の小中学校やベトナ

ムと取引のある㈱オカムラホーム，地域のコミ

ュニティーラジオＦＭふくろうとコラボをして

進めた。現地にネットワークがある民間企業の

力を借りることができたからこそ実現できた取

組である。 

【５年 子どもと海の SDGs 】 

５年生の社会科に水産業について学ぶ単元が

ある。そこで，「海」を切り口に SDGs14 番目の

目標「海の豊かさを守ろう」について学んでほ

しいと願い，「子どもと海の SDGs～SDGs ってな

んだろう」という授業を計画した。 

 この授業は，日本財団「海と日本 PROJECT」の

一環として，朝日小学生新聞，日本 ESD 学会の

協力のもと行われたものである。 

講師には，日本 ESD 学会副会長でもあり，ユ

ネスコスクールの第一人者でもある手島利夫先

生と科学ジャーナリストでもある朝日新聞社の

山本智之様をお迎えした。 

SDGs17 の目標は 10 年後の姿を示している。

子どもたちは，この学習を通して「未来の目線

で今を見ることができるものの見方」について

学ぶことができた。 



(5) 教 育 や ち よ 第１３２号 

【６年 アートマイルプロジェクト】 

６年生では，国際理解への取組として一般財

団法人ジャパンアートマイルが行っている「ア

ートマイル国際協働学習プロジェクト」に取り

組んでいる。これまで，エチオピアやアゼルバ

イジャンと協働して壁画を完成させてきた。 

今年度は，「コロナが広まる中，SDGs 達成の

ためにできることは何か？」というテーマのも

と，ギリシャと壁画の制作に向けて取り組んで

いる。 

〈これまでに完成させた壁画〉 

<ギリシャへのビデオメッセージ> 

 

【クラブ活動 オリジナルドレッシング作り】 

 一度構築されたネットワークは，次の新たな

ネットワークを生み出し，更なる広がりを見せ

る。 

クラブ活動では，ＦＭふくろうのパーソナリ

ティーである萩原様の協力を得て，勝田台にフ

ランス料理のお店を構える貝殻亭のオーナーシ

ェフである岩﨑様をお招きし，ドレッシング作

りのワークショップを行った。 

地元八千代の野菜のおいしさ，野菜を食べる

ことの必要性をワークショップ形式で学びなが

ら，子どもたち自らオリジナルのドレッシング

を作り，野菜×ドレッシングをおいしく食べて，

楽しく学ぶ学習を企画できた。 

日本は，海に囲まれた島国であることに対し，

フランスは，ベルギー，ドイツ，スイス，イタ

リアなどの国と隣接しており，それらの国々の

食文化の影響を受けている。 

岩崎様からは，単にマヨネーズのつくり方を

教えてもらうだけでなく，フランス料理の成り

立ちや特徴などフランスの食文化についても教

えてもらうことができた。 

ドレッシング作りを通して，国際理解教育に

つなげることができた。 

(３)英語を国際交流のツールとして活用する。 

現在，学校で学んでいる子どもたちが社会に

出て活躍するであろう 2050 年頃には，日本は，

多文化・多言語・多民族の人たちが，協調と競

争をする国際的な環境の中にあることが予想さ

れている。 

 英語は，海外のユネスコスクールとつながる

ためのツールの一つである。本校では，子ども

たちの英語力を高めるために，全学年でイマー

ジョン学習に取り組んでいる。 

<５年 家庭科 小物づくり> 

「イマージョン」は immerse（浸すこと）から来

ており，イマージョン学習は文字通り子どもた

ちを外国語にたっぷりと浸らせながらその言語

の習得を目指すバイリンガル教育の手法の一つ

である。  



(6) 教 育 や ち よ 第１３２号 

外国語をただ単に学ぶことを目的とするので

はなく，その言語を図工や体育など様々な教科

を学習するための「手段」として用いているの

が大きな特徴となっている。 

 本校が目指す英語学習の最終的なゴールは，

ユネスコスクールとして行う 6 年生の国際交流

学習である。英語を「手段」として活用し，外

国の学校と国際交流を行っている。 

上記の写真は，学級担任がイマージョン学習

で家庭科を行っているところである。４５分間，

指導者が発する言葉はすべて英語である。子ど

もたちは，英語を耳で聞き，その様子を目で確

かめ，どんな活動をすればよいのか理解してい

る。 

 

(４) 共生社会の実現を目指しての取組 

本校では，特別支援学級と通常の学級との「交

流及び共同学習」を通して，小さい頃から違い

はあっても誰もが同じように学び，働き，生活

し，支え合う共生経験を増やす取組を進めてい

る。 

いろいろな人がいて当たり前と思える，いろ

いろな友達のよさや特性を認められる，お互い

に歩み寄る努力ができる，といった「共生」の

理念が自然な形で定着するよう実践を積み重ね

ているところである。誰もが，共生社会で社会

貢献するためには，子どもたちに，障害があろ

うとなかろうと，今，自分にできることに一生

懸命取り組む「実行機能」を身につけさせる必

要がある。その基本には，自分の役割があり，

果たした役割が認められ，評価される経験の積

み重ねをしていかなければならないと考えてい

る。 

平成３０年度は，えがお学級と６年生が交流

学習を行った。令和元年度は，えがお学級と３

年生が季節行事を通して交流学習を行った。 

第１回目は，７月に「スペシャル七夕会」を

行った。３年生との交流学習では，どちらかが

一方的にお客さんになるのではなく，双方にと

ってメリットのある「質の高い相互負荷」とい

う目標に加え，「お互いに確かな学びのある授業」

を目指した。 

当日を迎えるにあたり，えがお学級では，司

会やはじめの言葉，プログラム作りや「天の川

流しそうめん」などの準備をした。 

３年生は，ESD(持続可能な社会に担い手を育

む教育)の４つの視点「見直す・つなげる・変わ

る・ひろげる」で身の回りの物事を見ることが

できはじめている。今回は，七夕という日本の

伝統行事を ESD の視点で捉えて学習を進めて

きた。 

３年生の子どもたちは，「七夕って何？」

「いつからあるの？」という素朴な疑問から調

べ学習へと発展し，図書やインターネットを使

いながら日本の伝統文化への興味・関心や知識

を高めていった。当日は，寸劇を交えて調べた

ことをわかりやすく発表した。 

オープニングの歌では，３年生の楽器隊の伴

奏のもと，みんなで「たなばたさま」を楽しく

歌った。七夕と言えば，願い事を書いた短冊だ

が，今回は自分自身の願い事だけではなく，グ

ループごとに友達ともっと仲よくなるための

「なかよし短冊」を書く活動も行った。「なか

よし短冊」には，この学習が終わってからもえ

がお学級，３年生の友達を問わず，更に仲よく

過ごし，より楽しい学校生活を作っていってほ

しいという担任の願いも込められていた。 

「流れ星玉入れ」では，３年生の部，えがお学

級の部に分けて行い，お互いに応援をできるよ

うにした。織姫と彦星に見立てた的はえがお学

級の子どもたちの手作りである。勝ったチーム

には，えがお学級手作りのトロフィーが渡され，

お互いに褒め合うことができた。 

ダンス「エビカニクス」は，えがお学級の得
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意なダンスの一つである。ダンスの隊形も工夫

をし，お互いに顔を見合わせて楽しんで踊れる

ようにした。また，３年生の子どもたちも当日

踊れるようにと，えがお学級の子どもたちが事

前に講習会を行った。 

第２部では，「天の川流しそうめん大会」を行

い，同じ目標に向かって協力する喜び，伝え合

う喜びを体感することができた。 

今回，えがお学級と交流学習を行ったのはひ

とクラスだったが，他の３年生のクラスも同じ

ように学習を進め，７月に５年生を招待して交

流活動を行った。 

２学期は，「いっしょならもっとたのしい！ス

ペシャルしゅうかく祭」を計画し，体育館でや

ぐらを組み，秋祭りのように行った。 

３学期は，「いっしょならもっとたのしい！ス

ペシャル豆まき」を計画し，節分にちなんだ劇

や豆まきを行った。 

令和２年度は，新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため，交流活動が難しい。交流学習を

通して障害の有無にかかわらずだれもが相互に

人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目

指していけるように，新しい生活様式の中での

交流学習を考えていかなければならない。 

 

(５)教育実践の質の向上のためにＰＤＣＡサ

イクルを確立する。 

 ＰＤＣＡサイクルがうまく回るかどうかは，

適切な Check（評価）と現実的な Action（改善）

にかかっている。 

 Check(評価)を行う際は，全国学力学習状況調

査や本校が毎年行っている学力検査など数値的

指標を基準として，具体的な検証作業を行う必

要がある。「だいたいできている」「こんな感じ

で進めればいいと思う」など抽象的で曖昧なチ

ェック基準では改善へとつながらない。 

 Action（改善）を行う際は，改善に向けて，

可能性のあるものは全て試してみる。また，改

善に向けて取り組んでもうまくいかない場合は

課題自体の見直しも視野に入れる必要がある。 

本校では，現在 3 年生で行う「ＥＳＤめがね

をかけて考えよう！」の単元も，開発当初は１

年生で行っていた。また，４年生で行う「“届

けよう，服のチカラ”プロジェクト」も始めた

当初は６年生で行っていた。 

 昨年度５年生で行った「子どもと海の SDGs」

も，今年度は「Let's clean the sea」～世界の

海のために私たちができること～という単元名

に変わり，４年生で行っている。 

 今年度は，新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため，関係機関や企業とのコラボが難しか

った。新しい生活様式の中での新たな取組を模

索していかなければならないだろう。そのため

にも適切な Check（評価）と現実的な Action（改

善）をしっかりと行っていかなければならない。 

 

４ おわりに 

日本では，全国どの地域で教育を受けても，

学習指導要領に沿った一定水準の教育を受けら

れる。 

本校がユネスコスクールだからと言って特別

なことをしているわけではない。本校では，長

年生活科・社会科を研究教科として継続してき

た経緯を踏まえ，「単元のねらいが持続可能な社

会の担い手を創ることとどう関連しているのか」

という視点からアプローチしてきた。 

 アプローチをするときのキーワードとなるの

が「ESD めがね」である。ESD めがねをかけ，４

つの視点で物事を見ることができるようになれ

ば，子どもたち一人一人が，自然や社会に関わ

る様々な地球規模の課題を自らの課題として捉

え，一人一人が自分にできることを考え，実践

していくようになる。 

 そのために私たち教師が留意しなければなら

ないのは，「教科を教える」から「教科で学ぶ」

への意識の転換である。「コンピテンシーで教科

等を横断する」ことを実現するためには，各教

科が子どもたちにどのような能力を育てるのか，

「教科の本質」をしっかり認識することだと考

える。 
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１ はじめに 

 本校は平成２９年度から研究主題「学習の自

立と共生」に副題「ＥＳＤの視点を踏まえて」

を加え，研究を行ってきた。平成３０年度には， 

ユネスコスクール加盟を承認され，今日まで教 

育活動の中心に「ＥＳＤ」を掲げ，取組を続け  

ている。 

ＥＳＤは，今や八千代市の教育施策の中心 

である。八千代市の教員であれば，もっと言え

ばこの地球上で過ごす全ての人々にとって，と

ても重要な考え方である。  

しかし，ＥＳＤには「○○すれば，正解」と

いう明確な答えはない。状況によって変化し，

その正解を自分たちで見つけていく必要がある。 

今年度は，新型コロナウイルス感染症対策のた  

めどの学校も前例がない中，一人一人の教員と 

子どもたちが知恵を絞り，学校生活を送ってい 

る。この予測不可能な時代に生きる私たちにと  

って，ＥＳＤはまさに必要不可欠な考え方であ

ろう。今回，この教育やちよ執筆という機会に

本校の取り組むＥＳＤの取組について報告する

ことで，他校のＥＳＤの推進，または八千代市

のＥＳＤの推進の一助になってほしいと願って

いる。 

 

２ 本校の考えるＥＳＤの視点について 

 具体的な取組を紹介する前に本校で考える 

ＥＳＤの視点に沿った考え方を紹介したい。 

本校では，生活科や社会科，総合的な学習の

時間を中心に置き，ＥＳＤの視点を取り入れた

授業展開をしている。まず生活科，社会科，総

合的な学習の時間を，それぞれ関連付けて考え

ることを大切にしている。各学年の実態に応じ

て生活科，社会科，総合的な学習の時間を中心

にした全ての教科・領域の系統性や関連性を考

えながら授業を行っている。そのことを通して，

子どもたちにＥＳＤの考え方を味わわせたり，

ＳＤＧｓ１７の目標の実現のためにできること

を行う子どもを育成したりすることを大切にし

ている。なぜなら，ＥＳＤの考え方を味わわせ

たり，ＳＤＧｓ１７の目標の実現のために行動

したりすることは１つの教科の学習だけでは不

可能であるからである。では，生活科や社会科，

総合的な学習の時間を中心に置き，ＥＳＤの視

点を取り入れた授業展開とはどういったもので

あるか以下に詳しく述べていく。 

 

３ 生活科の実践 

 本校は伝統的に生活科の研究を行ってきた。

研究主題に「ＥＳＤの視点を踏まえて」という

副題が追加された後も，その伝統を大切にし，

生活科の授業を深化させてきた。生活科では「気

付きを充実させるための手立ての工夫」，「思い

をより深く伝え合う表現活動の充実」に重点を

置いて授業づくりを行っている。生活科は五感

を使って，いろいろな気付きを大切にする教科

である。本校では，生活科の目指す目標に沿っ

た学習を十分に行うことができるようにしてい

る。例えば「なつとなかよし」という単元では，

水に触れていろいろな気付きを生むためにたく

さんの水を使う。たくさん水を使うことはＥＳＤ

の考え方やＳＤＧｓ１７の目標に反しているよ

うに感じる。しかし，この単元を行うにあたり

「水を大切に使おうね」とは，指導しない。な

ぜなら，生活科で様々な経験をさせ，感性を磨

き，豊かな情操

を育むことが３

年 生 以 上 に な

り，ＥＳＤの考

え方やＳＤＧｓ

１７の目標に触

れたときに生き

ていくと考えて

  

SDGs 17 の目標の実現を目指す 

子どもの育成を！ 

八千代市立大和田南小学校 教諭 滝沢 啓 

 

 

 
実践報告 
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いるからである。３年生以上になって，ＥＳＤ

の視点や考え方につながる素地をつくるために

豊かな感性を育むこと，これが本校の大切にし

ている生活科の特徴である。そのため，１，２

年生から無理やりＥＳＤの考え方を教え込んだ

り，ＳＤＧｓと何かと結びつけたりすることは

しない。当たり

前のことだが，

学習指導要領

に沿って授業

を充実させて

いくことに力

を注いでいる。 

 

４ 社会科の実践 

 社会科も本校が伝統的に大切にしてきた教科

である。社会科はその教科の特質からＥＳＤや

ＳＤＧｓ１７の目標と関連付けやすい教科であ

る。社会科の授業づくりでは以下の点を意識し

ている。 

 

 

などである。以下に具体的な実践例を紹介して

いく。 

 

〇令和元年度５年生の実践 

総合的な学習の時間「ベトナムとの交流」を

もとに導入した，社会科の米作りの盛んな地域

～山形県庄内平野～ 

 

この単元では，山形県庄内平野の米作りに焦

点を当て，米作りに従事している人々の工夫や

努力を学ぶ。以前は単元の導入で，庄内平野で

作っているお米の食味や品質の高さを提示し，

子どもたちに庄内平野の米作りのすばらしさに

目を向けさせ，子どもたちの興味，関心を高め

ていた。 

令和元年度は， 地域の企業であるオカムラホ

ームの協力のもと，ベトナムの子どもたちと交

流学習を行うことができた。ベトナムと日本の

米料理の共通点や

相違点を探究する

活動を行い，実際

にベトナムの子ど

もたちとスカイプ

で互いの国の代表

的な米料理を紹介

し合うことができ

た。ベトナムは日

本と同じように，お米が食文化の中心の国であ

る。そこで，単元導入では，ベトナムと庄内平

野のお米を比較することで，庄内平野の米作り

のすばらしさを感じさせようと考えた。 

 

 

 上記の表にように日本は国全体の生産量では

ベトナムに及ばな

いが，山形県庄内平

野の１０ａの田ん

ぼに限ると，たくさ

んのお米が収穫で

きることが分かる。 

子どもたちから

は「庄内平野ではお

米がたくさんとれる」「何か作り方に秘密がある

のかな」といった反応があり，庄内平野の米作

りのすばらしさに目を向けさせ，興味，関心を

高めることができた。単元が進むにつれ，子ど

もたちは日本の米作りのすばらしさを感じてい

った。 

単元後半では，すばらしい日本の米作りが少 

しずつ衰退してきている事実に目を向け，「なん

とかして日本の米作りを守るために，私たちに

できることはないか」という課題意識をもって，

米農家の持続可能性についての学習を進めるこ

とができた。 

 

・導入では，身近な事象を提示する以外に世

界を意識できるような導入を考えてい

る。また，他教科との関連を生かした導入

を意識している。 

 

・社会科で学んだことを総合的な学習の時

間と関連させて，行動化を目指している。 

 

 

〈お米の生産量〉 

ベトナム  世界第５位 

日本    世界第１０位 

 

〈１０ａ当たりの米の生産量〉※粒で計算 

ベトナム 約２０００万粒 

庄内平野 約３１２０万粒 
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このように他教科

との関連を生かし

た導入を意識して

いる。また，単元終

末には現在，米作り

には様々な課題が

あることに触れ，

「持続可能な米作

りについて私たちができること」を考えた。子

どもたち一人一人がＥＳＤの考え方に触れ，身

近なことから行動していく姿を目指すことがで

きたと考えている。 

 

５ 総合的な学習の時間の実践 

 総合的な学習の時間は，ＥＳＤを推進したり，

ＳＤＧｓ１７の目標を目指したりしていく上で

大変重要であると考えている。先にも述べたよ

うに，今日は複雑な問題がたくさん存在する予

測不可能な時代である。だからこそ自身で問題

を見つけ，その問題の解決に向かって試行錯誤

し，行動することのできる子どもたちの育成が

求められている。総合的な学習の時間は他教科

で学んだ見方や考え方を生かして，「自身で問題

を見つけ，その問題の解決に向かって試行錯誤

し，行動していくこと」を大切にしている。総

合的な学習の時間は，これからの未来を創る子

どもたちの生き方を考えていくものである。以

下が本校で総合的な学習の時間を実施するうえ

で大切にしているポイントである。 

 

 

 以下に具体的な実践例を紹介していく。 

 

（１）３年生でのＥＳＤめがねの実践 

ＥＳＤめがねとは，身近な物事をＥＳＤの視

点に置き換えて見ることで，自分の過去の行動

を振り返ったり，これからの行動を決めていっ

たりする活動のことである。本校では，３年生

に進級した最初の総合的な学習の時間でＥＳＤ

めがねの学習を扱う。それにより，３年生以降

の学習や日常生活でＥＳＤの視点に立って物事

を考えられるようにしている。 

授業ではＥＳＤの視点をＥＳＤめがねのレン

ズに置き換え（本校ではこのことをＥＳＤめが

ねをかけると言う），「見なおす」「つなげる」「か

わる」「ひろげる」の４つの視点で，自分の身の

回りの物事や学びを見直す。今まで気を留めな

かったものをもう

一度見つめ直すこ

とで，人や物事など

が様々な形でつな

がっていることに

気付かせ，自分にで

きることを考え行

動に移す。 

 

子どもたちは，３年生からＥＳＤめがねを通

して，ＥＳＤの考え方に具体的に触れていく。

その前提には，１，２年生の生活科の学習があ

る。低学年の頃に五感を使っていろいろな感性

を磨くことが３年生以降にＥＳＤの見方で物事

に「気付く力」が生まれると考えるからである。 

 

（２）個の思いに即した探究学習のために，単

元計画を柔軟に考える 

令和２年度の６年生の総合的な学習の時間

「世界中に届け！わたしたちのメッセージ（ア

ートマイル国際協働学習プロジェクトを通し

て）」をもとに説明をしていく。 

アートマイルとはネット環境を活用し，海外

のパートナー校（今年度の交流校はギリシャ）

と「教育」「平等」「環境」など，身近なテー

マを基に対話的・協働的な学びを行い，世界に

訴えかけるメッセージを込めた１枚の壁画を作

成するものである。おおよそ，次のページの流

れで学習が進められる。 

 

 

 

 

・３年生でのＥＳＤめがねの実践 

 

・個の思いに即した探究学習のために，単元 

計画を柔軟に考える 

 

・総合的な学習の時間と他教科の関連付け 

た学習 

 

 

 

 



(11) 教 育 や ち よ 第１３２号 

 

本校では平成３０年度からアートマイルの活

動を行っている。昨年度までは，子どもたちに 

アートマイルの活動を説明し，上記の学習計画

に沿って実践していた。いうならば教師主導の

学習であった。この方法では，総合的な学習の

時間が大切にする，「個の思いに即した探究学習」

とは言えないと考えた。今年度は子どもたちが

アートマイルと出会う場面を大切にし，アート

マイルと出会った後も子どもたちが自分たちの

思いに沿って学習を進められるようしようと考

えた。 

単元導入では，新型コロナウイルス感染症が 

流行する前と後での生活の変化を思考ツールを

使いながら，話し合うこととした。「生活が不自

由になっている」「制限された生活を送る中でも

ＳＤＧｓ１７の目標の達成のためにできること

をやりたい」「できるならば，八千代市の人々も

っと言えば，世界中の人と協力しなければなら

ない」などという意見が出された。 

子どもたちはそこで，「世界中の人に向けて絵

を描き，その絵を通して自分たちが伝えたいメ

ッセージを伝える」というアートマイルの活動

を知った。自分たちが「やりたい」という活動

とアートマイルの目指す活動が合致し，子ども

たちの意欲が最大限高まった瞬間であった。 

 また，総合的な学習の時間を進める上で本校 

が大切にしているのは，「単元計画を柔軟に考え

る」ことである。例えば左表の自己紹介場面を

例にとる。 

 子どもたちはギリシャの友達と学習したこと

を共有し，課題解決に向けて意見交換・議論 

をする前に，自己紹介をして仲を深める必要が

あると考えた。子どもたち同士で話し合い，電

子フォーラムというアートマイル専用の掲示板

に自分たちの自己紹介ビデオをアップしようと

考えた。練習を積み重ね，いよいよ撮影当日を

迎えた。 

撮影の様子を見ていると，教師目線では「も

っと声を大きくしてほしい」「ジェスチャーがあ

るともっと相手に伝わるのに」などと改善点が

どんどん頭の中に

生まれる。すぐにで

も声に出し，指導し

たいところだが，こ

れは総合的な学習

の時間である。教師

主導でなく，子ども

たちが自分たちで

「声の大きさ」や「ジェスチャーの必要性」に

気付かなければいけない。そこで，撮影後，動

画をクラス全員で鑑賞した。そうすると子ども

たちは「もっと発音をはっきりしないと相手に

伝わらないよ」や「ジェスチャーも必要だし，

手に持っている紙の字をもっと太くしないと見

えない」などと自分たちで改善点を見いだした。

そして「先生！もう一度，撮影したいから時間

をください。」と申し出てきた。そこで子どもた

ちの意見を尊重し，撮影に向けて再度準備の時

間を取り，撮影に臨んだ。一見するととても回

りくどく感じるが，この「自分たちで改善点を

見つけ，もっと良くしたいという思いを原動力

にしてもう一度活動する」ことが総合的な学習

の時間では，いや次代に生きる子どもたちを育

 

アートマイル国際協働学習プロジェクトの 

カリキュラムモデル 

 

【出会い】 

・自己紹介 

・テーマについて事前学習，課題を見つける 

【共有】 

・学習したことを共有し，課題解決に向けて

意見交換・議論 

【融合】 

・双方の想いを合わせて未来に向けたメッセ

ージを作成 

【創造】 

・メッセージを込めた壁画デザイン･制作分担

を相談して決定 

・日本校が壁画の半分を制作して，海外校へ

郵送（１２月） 

・海外校が壁画を完成させて，日本校へ郵送 

 （２月） 

【評価】 

・学習の振り返りと自己評価 
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成するにあたり，とても大切だと考える。その

ためには教師があらかじめ子どもたちの見直し

を盛り込んだゆとりある学習計画を立てる必要

がる。「単元計画を柔軟に考える」ことが，予測

不可能な時代に自身で問題を見つけ，その問題

の解決に向かって試行錯誤し，行動する子ども

たちを育てることにつながる。 

 

（３）総合的な学習の時間と他教科とを関連付

けた学習 

先にも述べたようにＥＳＤの考え方を味わわ

せたり，ＳＤＧｓ１７の目標の達成を目指す子

どもの育成したりするために，１つの教科の学

びだけは，達成できない。達成のためには，他

教科と総合的な学習の時間を関連付けて学習し

ていくことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのためにカリキュラムマネジメントを図り，

他教科で学んだことを総合的な学習の時間で，

また，総合的な学習の時間で学んだことを他教

科や領域で生かせるようにすることが重要であ

る。本校では，年間を通して教科横断的に学習

を進められるように「ＥＳＤカレンダー」とい

う年間指導計画を作成している。 

 

 

 

 

 

 

 

〈ＥＳＤカレンダー〉 

 

〈ＥＳＤカレンダーの見方〉 

・単元名を載せる。 

・関連づく教科同士が点線で結ばれてい

る。 

・色付きの単元は，教科横断的な学習を

可能にするため，学習する月を変更し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギリシャに伝え

たい内容を外国

語科の授業で専

科の力を借り

て，英訳してい

る様子 

 

アートマイルの

壁画を図画工作

科の授業で扱

い，彩色してい

る様子 
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６ おわりに 

 本校はＥＳＤカレンダーを使った学年ごとの

横のつながりと，以下の学年の縦のつながりを  

意識した取組を大切にしている。  

 

・生活科を土台とする。 

 ・３年生でＥＳＤメガネを扱い，見方や考え

方を身に付けていく。 

 ・３年生以上で社会科や総合的な学習の時間

を中心として，子どもたち主体に学習を進

めていく。 

 

ユネスコスクール加盟に承認された後の本校

の取組を紹介してきたが，最初からこのような

活動を行ってきたわけではない。ＥＳＤの視点

を取り入れ始めた当初は，「ＥＳＤとは？」「ど

のように取り組み始めたらよいだろう？」など

と少なからず困り感もあった。しかし，当時の

校長先生（現教育長の小林伸夫先生）から， 

 

・「給食を残さない」や「物を大切に使う」，

「友達を大切にする」など，身近なことから

始める。 

・生活科や社会科学習の充実を図る。 

 （教材の工夫や多角的なものの見方） 

 

と言ったお言葉をいただき，取り組み始めた経

緯がある。その結果少しずつ先生方や子どもた

ちにＥＳＤの考え方やＳＤＧｓ１７の目標が根

付き，今の取組が行えるまでになった。まずは，

学校全体として変化を恐れず少しずつ取り組む

ことが重要だと感じた。 

もしかしたら，「どうせできるのは大南だけで

しょ。うちの学校はアートマイルはやっていな

いし」と思った方がいるかもしれない。しかし，

それは違う。先生方の少しの工夫があればどの

学校でも本校のような取組ができると考える。 

 例えば，本校では４年生の総合的な学習の時

間にユニクロ・

ＧＵの“届けよ

う，服のチカ

ラ”プロジェク

トと関連した

学習を行って

いたが，今年度

は新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けて，服のチカラの

活動は中止となった。しかし，本校４年生の担

任は，そこで諦めるのではなく，リサイクル活

動に活路を見出し，教材化に成功している。 

また，３年生では学区内にある時平神社の７

年祭を総合的な学習の時間の中心に据え，学習

を進めている。総合的な学習の時間で大切な「人」

とつながることができるよい教材であると感じ

る。 

 このように，新しい生活様式の中で子どもた

ちにＥＳＤの考え方を味わわせる教材を作り出

すことは可能である。大切なのは，子どもたち

だけでなく，教師もＥＳＤめがねを通して教材

や身近な事柄をとらえられるようにしていくこ

とである。 

グループウエア内には，「ＥＳＤカフェ」とい

う掲示板が立ち上げられ，本校以外の各学校の

取組の様子を閲覧できるようになっている。私

は大和田南小学校のＥＳＤ担当として，今後も

本校の取組をＥＳＤカフェで紹介したいと考え

ている。 

 一昔前に比べると，ＳＤＧｓを紹介するＣＭ

が多く流されたり，ＳＤＧｓのバッチをつけて

いる方を見かけたりすることが多くなったと感

じる。ＥＳＤの推進は，教育界以外にも必要不

可欠なものとして認知されている。私たちは，

教育という立場から，ＳＤＧｓ１７の目標の実

現を目指す子どもを育成する必要がある。子ど

もたちも私たちも「今が良ければそれでよい」

という考え方ではなく，今の子どもたちが将来

胸を張って生きることができるような世の中に

していくべきであろう。今回の執筆が他校の

ＥＳＤの推進，または八千代市のＥＳＤの推進

の一助になってほしいと願っている。 
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１ はじめに 

 今もなお社会は変化し続けている。変化の多

い現代社会における様々な問題を解決するため，

SDGs（持続可能な開発目標）の達成が求められ

ている。目標達成のためには ESD（持続可能な

開発のための教育）を推進し，児童一人一人が

自らの問題として主体的に取り組む姿勢を身に

付ける必要がある。その中で子どもたちのよさ

や可能性を引き出し伸ばす教育を図り，変化の

激しい時代を生きる子どもたちが，社会の中で

活躍できる資質・能力を育成していきたい。み

どりが丘小学校では，昨年度から SDGs につい

ての種まきを行ってきた。以下に実践を紹介す

る。 

 

２ 学校全体の取組 

（１）全学級が SDGs について知る 

 まず，職員で SDGs とはどのようなものかを

共有した後，パワーポイントを用いて，全学年

全学級で今の世界の現状について考える機会を

もった。クイズを通して今の世界の現状を知る

ことで，SDGs や１７個の目標がなぜ必要なの

かを考えることができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 各学級で考えた後に，それぞれの学級で自分

たちに今できることを話し合い，実践した。５

年生は，「こんなに食品ロスがあり，ショックだ

った。大きなことはできないけれど，小さな積

み重ねならできる」という話し合いになり，「給

食を残さず食べよう」と考えていた。 

 実践した内容を昇降口に掲示することで各学

級がどのような取組を行っているのかを見える

ようにした。そして，集会委員を中心とした web

の児童集会では，学校全体で実践報告を行った。

自分たちの学級の取組や結果を伝えることで，

実践を振り返る一つのきっかけとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）SDGs を教育活動全体に 

 全学級が SDGs について考える際には，教師

主体となって行うことが多かったものの，自分

たちにできることを考えたり，わずかだが，自

分事として身近に感じたりする児童も見られる

ようになった。課題として，子どもたちが学習

する教科・領域に結び付けて柱立てをすること

で，より主体的になるように教師側が仕組む点

が挙げられた。そのためには，各学年で年間指

導計画を作り，どの教科・領域がどの行事と結

び付いていくのかを考えられるようにした。今

年度は，コロナ禍ということもあり，実践に結

び付けることが難しいため年間指導計画を見直

し，次年度につなげていくこととする。 

 

  

ESDの推進 

～子どもたちのよさや可能性を引き出し伸ばす教育～ 

八千代市立みどりが丘小学校 

 教諭 森  綾香 川田 育実 

 
実践報告 
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 例えば，昨年度の５学年では，１７個の目標

のうち，「１０の人や国の不平等をなくそう」を

重点目標として取り組んだ。その中で総合的な

学習の時間において，「障害ってなんだろう」と

いう福祉の学習を行った。６月には，八千代特

別支援学校の先生に来ていただき，障害につい

て知る学習を行った。そこから自分たちで交流

の計画を立て，１０月には支援学校の友達と互

いの学校を行き来し，交流を深めることができ

た。一緒にゲームをしたり，ダンスをしたり，

校内を車いすでまわったりしたことで，一緒に

楽しむ様子が多く見られた。このように，教育

活動の中に，SDGs 達成への種がたくさんある

のではないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）委員会活動での取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 児童会では，毎年ユニセフ・赤い羽根・緑の

羽根の募金活動を行っている。今年度は，児童

会で SDGsでの関わりの視点から話し合いが行

われた。ユニセフ募金の話し合いでは，「１の貧

困をなくそうだけではなくて，２の飢餓をなく

そうや１０の人や国の不平等をなくそうなど複

数の目標が関係しているのではないか」「この募

金活動で，SDGs が１つ達成に近付くのではな

いか」というような声が挙がった。目標を具体

的に話し合うことで，活動が明確になり，やり

がいを感じたと感想を残していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今年度６学年での取り組み 

６年生では，昨年度からの取組である「学校・

学級での取組」から，「自分たちの住む地域」に

視野を広げて SDGs について考えた。総合的な

学習の時間の単元である「安心・安

全な未来の町づくり」が，SDGs の

一つの目標である「１１ 住み続け

られる町づくり」につながると考

え，単元開発を行った。 

まず，自分たちの住む地域の現在と昔の様子

を比較した。大きな変化があることに気付き，

現在の町並みは八千代市の都市計画をもとに，

様々な人々の力で作られてきたことを知った。

その後，この町の良い所・改善すべき所を挙げ，

そこから，この町をより良い町にするためには

どうしたらよいのかを考えた。「安全な町」「き

れいな町」「誰にでも優しい町」「新しい名所・

施設」「自然豊かな町」など，様々な視点からテ

ーマを見つけることができた。実際に学区探検

を行い，市役所や交番，お店の方，身近な人に

アンケートをとったり，インターネットで調べ

たりする活動を行った後，ポスターにまとめた。

イオン八千代緑が丘店と協力し，店内に掲示を

していただくこと

で，地域の方々に

活動を知ってもら

い，八千代市長に

未来の町づくりに

ついて提案するこ

とができた。校内

にもポスターを貼

り出し，在校生にも知ってもらう機会を設けた。

今後は，この学習が SDGs の他の目標にもつな

がりがないかを考え，広げていく予定である。 



(16) 教 育 や ち よ 第１３２号 

３ 子どもたちが主体的に学ぶための取組 

ESD の推進をするためには，「主体的・対話

的で深い学び」の視点から授業づくりをしてい

く必要がある。児童一人一人が自ら考え，表現

するための一つの手段として，「思考ツール」を

活用した。考えを可視化し，一人一人の「考え

を創り出す力」を高めた上で，互いの考えを知

る活動を取り入れた。 

（１）国語科…「きつねの窓」 

 初発の感想から出た疑問を解決するために，

登場人物である「ぼく」や「きつね」の心情の

変化を読み取ったり，想像したりする活動を行

った。現実の世界から空想の世界への入口・出

口はどこなのかを考える際，「くらげチャート」

を活用して，自分の主張の根拠を見つけ，理由

付けを行った。同じ意見のグループを作り，話

し合いを行ったが，主張する理由が見やすい構

造になっているため，友達の意見との共通点・

相違点を見つけやすくすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学級活動…１年生の手伝い振り返り 

６年生として，１年生の朝の準備と掃除の手

伝いを６月から行ってきた。卒業まで半年を切

った段階での振り返りとして，「スケールチャー

ト」を活用した学習を行った。１年生の手伝い

の活動を自分はどのくらいできているのか，自

分の立ち位置を丸シールで表した。そこに位置

する理由を考え，良い点・改善点を違う色の付

箋で書き表した。その後，グループ活動として，

意見の仲間分けを行い，これから自分たちがど

うしていくべきかを考える活動を行った。子ど

もたちなり

にキーワー

ドを挙げて

項目を分け

たり，共通

点や相違点

を見つけた

りと，グル

ープによっ

て自由に考えの共有化をしていた。自分たちが

できていたことを認め合う時間にできただけで

なく，これから自分自身の問題として頑張らな

ければいけないことや，卒業するまでに一年生

に伝えたいこと・教えたいことに気付くきっか

けにもなった。 

 

（３）卒業文集 

小学校生活を振り返り，がんばったことや思

い出などを振り返るために，「ウェビングマップ」

を活用した。自分の考えが可視化されていくた

め，自分の考えの整理をしたり，それぞれのつ

ながりに気付いたりすることができた。また，

題材が決まった後には，「くま手チャート」を活

用した。題材に対して自分が何を書きたいのか，

様々な視点から考え，整理することができた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ おわりに  

ESD を推進し，児童一人一人に自らの問題と

して主体的に取り組む姿勢を身に付けさせたり，

子どもたちのよさや可能性を引き出し伸ばした

りするには，大きく分けて２つあると考える。 

１つ目は，個ではなく学校全体で取り組んで

いくこと。共通認識をもって動くことができる

ように年間指導計画に SDGs を組み込み，計画

的に進めていく。 

２つ目は，個々の授業改善を行うこと。教師

主導の授業から子どもたち中心の授業にするこ

とで，子どもたちが主体的に考え，行動できる

ような資質・能力を育成していく。 

これからも，変化の激しい時代に生きる子ど

もたちが明るい未来を作っていくことができる

よう，研修・研鑽に励んでいきたい。 
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１ はじめに 

空前の「鬼滅の刃」ブームに沸いた今年。

子どもたちは，登場人物の性格や関係性，世

界観に魅かれて，漫画やアニメ，ノベライズ

本などから得た情報を熱く語り合っていた。 

国語科の授業においても，お気に入りの本

の「すてき」を友達に紹介することに楽しさ

を感じられたら，もっと読書活動が広がって

いくだろうと考えた。共通教材『アレクサン

ダとぜんまいねずみ』の学習後，第３次で「お

話ガイドツアー」を言語活動として設定した。 

２ 読書活動を広げる３つのしかけ 

（１）言語活動の設定 

  読書の幅を広げ，自分が好きだなと思える

１冊に出会ってほしい。そして，物語の楽し

さや感動を友達と語り合ってほしい。そんな

教師の願いから言語活動を「お話ガイドツア

ー」にした。 

  第２次で，共通教材『アレクサンダとぜん

まいねずみ』を通して，あらすじを捉えたり，

登場人物の性格や変容を読み取ったりするこ

とで，物語の「すてき」を見付ける学習を行

う。 

  そして第３次で，単元学習中に並行して読

み進めていた複数の本の中からお気に入りの

１冊を選び，「お話ガイド」となって友達にそ

の楽しさや面白さについて紹介する。また，

友達の紹介文を聞くことで，読んでいない本

ならば新たな読書への薦めとなったり，１度

読んだ本ならば再読しようと思ったりするこ

とで，読書活動の充実につながっていくと考

える。 

（２）並行読書の充実 

  まず，共通教材『アレクサンダとぜんまい

ねずみ』で学んだことを第３次で活かせるよ

うに，登場人物の変容がわかりやすく描かれ

ている本を選書した。どんな本でもよいとす 

るのではなく，教師のねらいにふれられるよ

う，レオ＝レオニ作品や『ともだちや』や『お

れはティラノサウルス』などのシリーズを選

ぶこととした。 

  また，「ブックリスト」を用意し，読んだ本

のおすすめ度や物語の「すてき」を記録して

おけるようにした。子どもたちは，この読書

の記録を残すことで，複数の本を比較しなが

ら，お気に入りの１冊を決めることができて

いた。 

（３）教師見本の提示 

「教師見本＝学習のゴールイメージ」を提

示することで，低学年の子どもたちでも学習

意欲を高めることができる。さらに，教師見

本の分析を行うことで，見本に何が書いてあ

るのか，どういう項目が入っているとよりよ

い紹介文となるのかを考えさせることができ

る。こうした活動を意図的に設けることで，

児童自身が紹介文を書くときの手助けとなり，

目的をもって読書する子どもの姿が期待でき

るであろう。 

実際に，児童は，共通教材の学習で身に付

けた登場人物の変容を読み取る力と教師見本

の分析を活かして，お気に入りの１冊につい

て紹介文を書いて「お話ガイドツアー」を行

うことができた。 

３ おわりに 

「あの本がいいよね。どこが好きなの」 

「A 君のガイドツアーがすごく楽しみだな」 

休み時間に，子どもたち同士でお気に入りの

１冊について話す様子が見られた。読書活動

が広がっていくことで，今後も友達との話題

の一つとなればよいと思う。 

今回の実践を通して，教師のねらいと子ど

もの活動意欲をいかにすり合わせていくかが

難しいと改めて感じた。今後も子どもたちの

読書活動の推進と学力の向上を目指して精進

していきたい。 

   

物語の世界を楽しもう！「お話ガイドツアー」 
～第２学年『アレクサンダとぜんまいねずみ』の授業実践を通して～ 

八千代市立萱田小学校 教諭 向中野 優 

わくわく授業 
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１ はじめに 

 「楽しくなきゃ授業じゃない  

学びがなきゃ授業じゃない」  

私の尊敬するある先生がおっしゃった言葉。10

年目を迎え，常にこの言葉を胸に授業づくりを行

っている。 

 私は単元ごとに授業のまとめとして，単元テス

トを実施している。授業を通して学んだ知識や技

能を活用する力を養うためである。今年度実践し

た拙い実践例を紹介させていただく。 

２ 実践例 

（１）『虹の足』 

 表現技法を学び，吉野弘さんの詩もいくつか紹

介し，吉野さんの世界観や表現の工夫を学んだ。

そのまとめとして，表現技法を使って，「意外と気

付かない身近にある幸せ」というテーマで詩を書

くことにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「書く力」を高めるためには，書く経験と他者

のセンスに触れる経験が大切だと私は考えている。

最後は上記のような作品を互いに読み合い，表現

を称え合う活動も行った。中学生の発想には常に

驚かされる。コロナ禍ということもあり，たくさ

んの身近な幸せを生徒自身が噛みしめていた。こ

れらの作品はより多くの生徒に共有するため，廊

下や階段に掲示した。また，「母」という作品は学

級懇談会でも紹介した。 

（２）『日本の花火の楽しみ』 

 説明的文章の段落構成における，問題（話題）

提起の序論，主張を支える具体例が挙げられる本

論，序論との一貫性をもった自らの主張を掲げる

結論。接続詞や主張を表す文末表現，多彩な語彙

にも触れた。そのまとめとして，タブレットで調

べ学習を行い，「日本の〇〇の魅力」というテーマ

で，生徒自らが説明的文章を書いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ教科書を読むだけでなく，自ら選び考え，

授業で学んだことを活用することでより知識や技

能が身につくと考える。上記の作品も廊下に掲示

しているが，先日の三者面談で他学年の生徒が「お

母さん，これ部活の先輩の文章。とっても上手な

んだよ？」と親子で読む姿を目にした。掲示する

ことの効果の大きさを感じた。  

３ おわりに 

 単元テストを設定することで，評価の観点から，

自身の授業を見直すきっかけにも繋がった。 

先日，野口芳宏先生の講演を聞く機会をいただ

いた。「教材ではなく素材研究をどこまでしている

か？」「国語の本質は美だ」というお話があった。

生涯国語教師として，素材研究を突き詰め，国語

の魅力を多くの生徒に伝えていきたい。 

   

「楽しくなきゃ授業じゃない 

         学びがなきゃ授業じゃない」 

八千代市立大和田中学校 教諭 吉田篤史 

わくわく授業 
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１ はじめに 

  物事に取り組む際に「よし，やってみよう」，「や

り遂げるぞ」という積極的な気持ち，つまり，心

意気をもって取り組むことで得られるものは多

い。 

職場の上司や同僚の姿を見ていると，心意気を

感じる瞬間がたくさんある。決して楽ではないこ

とに挑戦し，向き合っている。そんな姿を見てい

ると，自然と私自身も心を動かされる。子どもた

ちにも，そんな熱量のある大人になってほしい。

そう考えて今まで取り組んできたことを振り返

ってみようと思う。 

 

２ 実践 

（１）めあてと振り返り 

  学習でも行事でも，自分がどのように取り組み

たいかを明確にもたせている。そして，それに対

しての振り返りや，実際に取り組んでみてどう感

じたかを大切にする。全力を出すことは簡単なこ

とではないし，努力を積み重ねることは苦しいこ

とでもある。しかし，それを継続した結果として，

どんな気持ちになったのかを問うと，「すっきり

した」「やってよかった」と返ってくる。表情もど

こかすっきりとしている。そんな経験ができるよ

う，準備期間や過程を大切にしている。 

（２）歌うことを楽しむ 

 歌に対して苦手意識をもっている子は多い。そ

こで，口を大きく開ける，リズムに乗って歌う，

目線を上げるといったスモールステップを設定

する。よい姿を歌のプロと称し，思い切り表現で

きる風土を作る。そして，私も子どもたち以上に

リズムに乗ったりのびのび歌ったりする。普段声

を出すことが恥ずかしいと感じている子でも，み

んなが思い切り表現できていると安心して声を

出せるような環境になる。 

 

（３）自分の意見を表現 

 学習中，自分の意見を述べたり意思表示をした

りする機会を多く設けるようにしている。  

例えば，ノートに意見を書けていれば，挙手を

するよう声をかける。意見が途中まで書けていれ

ば，その子ができるところまで表現させる。そし

て，「ここで悩んでいる〇〇さんの気持ち，わかる

かな」と共有することで，途中までしかできてい

なくても大丈夫だと感じ，仲間がつないでくれる

からやってみようという意欲につなげる。また，

手を挙げて意見を伝えようとできた回数を数え

ることで，自分のがんばりが目に見えてわかるの

で，次への目標設定がしやすくなる。 

（４）目指せ，一人一役 

  クラス全員が一度はみんなの前で活躍できる役

になれるようにしたいので，委員長や学級委員長，

実行委員といった責任のある役をたくさん用意

するようにしている。その役に挑戦しようと立候

補することがすばらしいと価値付けている。 

学年掲示板には実行委員の心意気を表明する

場を設け，クラスや学年で思いを共有できるよう

にする。役に挑戦した子は，クラスや学年の前で

話すことが多くなることで表現する楽しさを感

じたり，リーダーとしての才能を開花させたりす

ることもあった。応援団として他学年に教える機

会を得て，自信につながった子もいた。 

どの活動にも通ずることは，フォロワーとして

のクラスの仲間の存在である。いつでもだれとで

も関われるような人間関係づくりを意識し，仲間

の思いや挑戦に対して温かい対応ができること

も大切にしている。 

 

３ おわりに 

挑戦しなければ失敗はないが，成長にもつなが

らない。これからも，子どもたちが心意気をもっ

て取り組めるようにしていきたい。 

   

Ｙｅｓ，心意気！ 

～失敗も成功も，挑戦しないと得られない～ 

八千代市立八千代台東小学校 教諭 松本 麻里花 

わたしの学級経営 
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１ はじめに 

  部活動は，生徒を育てる学校の柱の一つと

してあげられることが多く，私自身も生徒の

心の成長が見られる場であると実感していま

す。しかし，自分が学生の時に経験してきた

ことを担当できるとは限らない現状もありま

す。私も音楽科とはいえ，吹奏楽の経験がな

いため，今でも様々なことを試行錯誤しなが

ら指導しています。 

                        

２ 顧問として大切にしていること 

（１）生徒たちの力で運営 

年度初めのミーティングで，「部活動はクラ

スとは違い自分自身が選んで入部してきてお

り，同じ気持ちの仲間が集まっているのだか

ら，自分たちで活動の方針を考えていかなけ

ればいけない。そして自分たちで決めたこと

は必ず実行するべきだ」と伝えています。具

体的には部則，係，コンクール出場の可否，

何を目指すのか，などを話し合わせています。

日々の活動では，リーダー達が話し合い，コ

ンクールや演奏会までに必要な練習内容を考

えて予定表を作り，練習を進めています。練

習がうまく進まない時も原因と改善点を考え

るようにしています。これらのことを通して

生徒たちの自主性を育て，連帯感を深めてい

きたいと思っています。また『吹部ノート』

を一人一冊作り，話し合いで決めたことや本

番後の反省などを書き，記録に残しています。

特に本番後は，演奏だけでなく，行動面でよ

かったところや課題を書いてお互いに発表し

合い，今後に活かせるようにしています。 

（２）学校に貢献 

  部活動は技術だけを指導するのではなく， 

意識・行動面でも成長させる場にしたいと思 

っています。パート練習などで借りている教 

室は最初の状態よりもきれいにすること，そ 

の他，学校のためにできることを考えさせて 

活動しています。また挨拶や返事，周りをよ 

く見て手助けが必要な時にはすぐに気づいて 

行動できることなども大切にしています。 

（３）地域との連携 

  今年度はなかなか行えませんでしたが，通 

常は地域のイベント等に積極的に参加し，商 

業施設，病院，介護施設などで積極的に演奏 

させていただいています。聴いてくださる方 

たちを喜ばせるための選曲，パフォーマンス 

を生徒たちが考えています。毎回，新しいこ 

とに挑戦していくことも目標としています。 

（４）保護者との連携 

  練習計画表を早めに出し，休まず参加でき 

るように協力していただいています。また発 

表の機会をたくさん設けることで，保護者の 

方に生徒たちが頑張る姿を見ていただけるよ 

うにしています。また，保護者の方とのコミ 

ュニケーションも大切にしています。 

（５）密度の濃い練習 

  一昨年から部活動ガイドラインが本格的に 

 始まり，活動時間が約半分になりましたが， 

 生徒や保護者が求めていることは変わらない 

 のが現実です。コンクールでよい成績を残し 

 たい，演奏会をたくさんやりたい，その思い 

 を実現するために，基礎・曲の練習をどのよ 

 うに計画してくかが悩みです。限られた時間 

 を有効に使い，密度の濃い練習方法を考えて 

実践しています。 

３ おわりに 

私がこれまで顧問をやってこられたのは，

他校の顧問の先生方，外部の講師の先生方に，

たくさんのことを教えていただいているから

です。部活動を指導する原点には，顧問が「こ

んな部活にしたい」という思いをもち，自分

自身が学んでいこうとする姿勢が必要だと思

います。私はこれからも生徒たちが「吹奏楽

部に入ってよかった」「卒業後も音楽を続けた

い」と思えるような部活動を目指し，指導し

ていこうと思っています。 

   

生徒たちの心の成長が喜び 
～「吹奏楽部に入ってよかった」と思える部活動を目指して～  

八千代市立八千代中学校 教諭 前田 春奈 

わたしの部活動経営 
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若い力 
 

１ はじめに 
自分の経験から，100%子どものことを信

じ，受け止められる教師になりたいと思い，
この職に就いた。教師になった 1，2 年目は全
てが手探りで，悩みが尽きなかった。 

私の教師観が大きく変わった出来事があ
る。それは，初めて６年生を担任したときだ。
大きく成長して卒業した姿に，教師として働
くことの充実感と責任感を覚えた。同時に，
「子どもたちのためにもっと何かできたは
ず。」そんな思いも生まれた。 
 
２ 授業で勝負 

私は社会科が好きで，学級経営にも取り入
れている。社会科は学習が生活に根付いてお
り，他教科の学習でも，よく地図帳を子ども
と開く。今年は４年生の担任なので，千葉県
についての学習が主である。コロナ禍だから
こそできることは何かを考えながら教材研
究を行った。学級で Google Earth を取り入 

れた学習を積極的に行った。画面越しではあ
るが，実物を見たことで，子どもたちは意欲
的に学習に取り組んでいた。銚子港には漁船
以外の船も停泊していることを見つけ，その
船の役割について話し合う班もあった。実際
の映像を見たからこそ発見できたこともあ
り，学習に主体的に取り組むことができた。
八千代市は ICT 機器が充実しているので，授
業に使えそうなソフトを探し，もっと積極的
に活用していこうと思う。 
 
３ 最後に 

子どもたちや先生方との関わりが，私の教
師観を大きく変えた。本当に感謝の思いでい
っぱいである。初任者指導教官だった先生が
口癖のように話されていた「好奇心をもち続
け，常に授業で勝負する教師」を目指し，初
心を忘れず謙虚に学び続けて，力を付けてい
きたい。 

１ はじめに 
 私が八千代市に新規採用されてから，４年
が経とうとしている。 
 この４年間，様々なことに悩み，喜びを感
じながら過ごし，気がついたことがある。そ
れは，私が阿蘇中学校で過ごす中で「一番楽
しい」と感じている時間は，授業中であると
いうことだ。 
 もちろん，教材研究の時間も「生徒が楽し
むにはどうしたら良いだろう？」「どんな反
応をするのだろうか？」と想像してわくわく
する。拙い経験の中で見つけた授業における
「こだわり」と実践は以下のとおりである。 

２ 授業でのこだわり 
 私のこだわりは，生徒たちに【自分の感性】
を大切にさせることだ。生徒たちは，自信が
なかったり，わからなかったりすると「なん
となく」で片付けようとする。そこで，学習
課題の中に選択肢を用意し，選択をさせるこ
とで必ず理由を持たせることにした。選ぶと
いう行為には，必ず理由が伴うからである。
生徒たちは，少しずつではあるが，しっかり 

と理由を考え，課題を選択できるようになっ
てきたと感じる。 

３ 【自分の感性】を活かした実践 
【自分の感性】に気づき始めた生徒の力を

試してみようと，３年生の授業で句作を行っ
た。運動会や校外学習を終え，しっとりとし
た秋を迎えた１１月，生徒たちは何を感じ，
どのような表現をするのだろうか。そこに
は，頭を抱えながらも，想いや発見に目を向
け，また語彙を広げるたくましい生徒の姿が
あった。 

下記，生徒（先生）作品の抜粋。 

・自転車でカマキリと共に二人のり 
・秋曇空見て気付く月の美を 
・コロナ禍中自分の島で鱸釣る 
・潮香る海の息あびて肌寒し 

さらに，校長先生や学年の先生方も句作に
参加してくださったことで，【他人の感性】に
触れ，生徒の感性が深化したと感じる。 
 今後も楽しみの中で多くの学びを得て，教
師として成長していきたい。 
 

今だからこそできる学び 

八千代市立大和田小学校 教諭 渡邊 大樹 

私のこだわり 

八千代市立阿蘇中学校 教諭 髙部 夏那 
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先輩からのエール 
 

今から２０数年前の話です。私が担任した
Ａくんは，複雑な家庭環境にも拘らず，素直
で物静かな生徒でした。ただ，欠席が多かっ
たこともあり，週に２回程家庭訪問を実施し
ました。Ａくんの家は２ＬＤＫのアパート
で，彼の部屋はきれいに整理整頓されていま
したが，他はゴミの山の状態で足の踏み場も
ありませんでした。よく芸能人の散らかり放
題になった部屋を紹介する番組があります
が，Ａくんの家はその比ではありません。彼
には妹が 2 人おり，下の妹はまだオムツを着
けていたので，使用済みオムツが地層のよう
に固く山積みされていたのです。また，Ａく
んの保護者は母親１人で，夜間の仕事に従事
していた影響なのか，帰宅しない日も度々あ
りました。Ａくんたち子どもたちは，母親が
時折置いていくお金で弁当を買い，なんとか
空腹を凌いでいました。 
ある日，常にＡくんを心配されていた教頭

先生と一緒に，家庭訪問をしました。帰りの
車中で，教頭先生は次の２点について話をさ

れました。１つは，「かわいそうという感情だ 

ある素敵な教頭先生との出会い 

八千代市教育委員会学務課 教育指導主事 

前 八千代中学校 校長  相 馬  剛 

けで，弁当等を買い与えては絶対にダメだ」，
もう１つは，「部屋を大掃除して，住みやすい
住環境に戻してあげよう」というものでし
た。早速，２つ目の大掃除は実行に移されま
した。教頭先生は市の清掃センターからトラ
ックを借り，教務主任は授業を入れ替え，さ
らに応援メンバーも募ってくれました。もち
ろんこの提案には，Ａくんも母親も戸惑いつ
つ喜んでくれました。 
 大掃除当日，教頭先生と私以外にも３名の
職員が駆け付けました。この様子を見た母親
は，「申し訳ない」を連呼しつつ姿を消しまし
た。数分後，コンビニから戻った母親から，
私たちは複雑な思いでマスクと手袋を受け
取り，必死に作業を続けました。５時間が経
ち，すっかりきれいに片付いた部屋を眺め
て，喜び合う母子の姿がとても印象的でし
た。数日後，家庭訪問した私は，弁当を美味
しそうに食べているＡくんから衝撃の言葉
を聴きました。なんと，その弁当を差し入れ
たのは教頭先生でした。 

令和２年度 
「教育やちよ」編集委員 

 
編集委員長 
大和田西小学校 校長 岡  俊 博 

 
八千代台東小学校 教頭 島津 智恵 

 
大和田小学校 教頭 掛川 良治 

 
米本南小学 校 教諭 作本 香織 

 
みどりが丘小学校 教諭 鈴木 久善 

 
大和田中学 校 教諭 田中 智大 
 
東高津中学 校 教諭 篠 塚  造 

 

編集後記 

新型コロナウイルス感染症の拡大による長期間

の休校から始まった令和２年度。学びの遅れを取

り戻す，子ども達のケア，感染症対策など，様々な

課題が挙がりました。2020 年度から小・中・高校

で順次実施されていく新学習指導要領は，前文と

総則に「持続可能な社会の創り手となる」の文言が

盛り込まれるなど，SDGs が強く意識されています。

多くの人がコロナで苦しんでいる今だからこそ，

学校が信頼を得るチャンスとも言えるかもしれま

せん。本号の特集が，八千代の教育活動の発展に寄

与していくことを願っております。(編集委員長) 
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