
平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小中 総則

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

① 移行期間中の各年度ごとに示された各教科等の標準授業時数を確保する。

② すべての教科等において知識・技能を活用する学習活動や言語活動の充実を図る。

③ 複数の学年の目標及び内容をまとめて示している教科等については，新学習指導要領が全面

実施された際の指導内容を見通した上で，移行期間中の指導内容を適切に作成する。

(2)単元や教材の開発

新学習指導要領について理解を図るとともに，それを実現するための授業研究などを行う。

(3)配慮すべきこと

① 移行期間中に追加して指導することとされる内容について，適切な指導が行われるように

する。

② 算数・数学，理科において先行実施される内容について，配布した補助教材を用いて確実な

指導を行う。

③ 外国語活動の実施に向けて計画的な準備を進める。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1)長期休業日の活用例

① 長期休業日に行われる補充指導等について，学年ごと全員参加の登校日にし，授業日とする。

② 職場体験活動やボランティア学習等を学年ごとに全員参加とし，その分を年間授業時数に含

める。

(2)その他

① 学校行事の見直しや一単位時間及び週時間割の弾力化。

② 10～15 分の短い時間で行っていた学習活動の授業時数への位置付け。 等

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 「習得・活用・探究」とはどういうものか。

A1 あくまでも学習活動の類型であり，新たに活用型授業を見付けなければならないというも

のではない。その活動によってどんな力を身に付けさせたいのかを明確にする必要がある。

「探究」は主として総合的な学習の時間が想定されるが，各教科等で行うことも有り得る。

Q2 コンピュータ操作や情報モラルの年間指導計画の見直しや配慮事項はどのようなものか。

A2 各教科等と情報教育とのねらいを意識し，学校全体として体系的な年間指導計画を作成す

るのが有効である。平成 20 年 3 月に出された手引を参照してほしい。

Q3 評価に関する今後の動向はどのようなものか。

A3 中央教育審議会「評価に係るワーキンググループ」によって，学力の 3 要素との関係で評

価の観点等の議論が現在行われている。平成 21年度中にまとめ，通知される。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



単元ごとに言語活動例を具体的に示す。

平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 国語

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

① 指導事項の系統性，3 領域 1 事項の関連等を踏まえ，「いつ」「どこで」重点的に指導する

か明らかにする。

② 児童の実態を踏まえ，それぞれの単元において，身に付けさせたい力を確定し，どんな言

語活動を通して指導するのか明確な計画を立てる。

(2)単元や教材の開発

「伝統的な言語文化に関する事項」について，地域に伝わる伝説などの郷土資料を教材化す

るなど，新学習指導要領の趣旨を生かした単元や教材の開発に努める。また，例示された言

語活動例を参考に，ねらいにせまるためのより有効な言語活動を開発する。

(3)配慮すべきこと

現行学習指導要領による場合，ローマ字の指導は第 3 学年で追加して行う。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1)国語科を中心とした教育課程全般で意図的・計画的に読書活動を取り入れている事例

6 年～「宮沢賢治フェアを開こう」～

児童が主体的に学ぶために，読書課題探究プロセス(見通し・深める・まとめる・広げる)

を設定し，単元学習を進めた実践。宮沢賢治の生き方や読みの視点を教科書教材で学習しな

がら，並行読書で他の作品を読み進めた。まとめの段階では，作品について自分の考えをま

とめ，広告カード（ポップ）等を作って紹介し合った。

(2)「伝統的な言語文化に関する事項」についての事例

6 年～「古い物語に親しもう『一寸法師』」～

古文独特のリズムを楽しむことができるように，学習活動の中に音読や斉読等を繰り返し

組み入れた実践。さらに，解説資料の叙述に着目しながら登場人物の行動や発言を読み取り，

昔の人の考え方に気付くようにさせたり，「御伽草子」の中から他の物語を読み，古文へ読

書の幅を広げたりした。

(3)年間指導計画の作成例

時
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３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 第 3学年のローマ字指導の教材はどのように準備するのか。

A1 教材については，各学校の実態に応じて適切に工夫して指導に当たる。

Q2 移行期間における「伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項」の評価はどう行うのか。

A2 現行の「言語事項」の評価と同様に行う。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441

実施時数，反省事項を記入し，次年度への改善に生かす。

言語活動を具体的に示す。また，言語活動を

通して身に付けさせる力を明確にする。

国語科における他の領域や

各教科等の関連を明記する。



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 社会

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

① 各校の特色や地域の特性，児童の実態に応じた年間指導計画を作成する。

② 単元の設定や配列を工夫する。また，第 3 学年と第 4 学年の目標は分けて記載する。

(2)単元や教材の開発

① 移行期間中に先行実施する内容の指導計画，教材・教具（特に地球儀や世界及び日本の常掲

用地図）の準備を行う。

② 各学年における内容の改善点を把握し，地域の特性に応じた教材開発に努める。

(3)配慮すべきこと

① 移行期間中に先行実施する内容と実施学年を確認し，確実に実施できるようにする。

② 体験的な活動や表現活動等を工夫するとともに，問題解決的な学習の一層の充実を図る。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1) 47 都道府県の名称と位置（第 3学年及び第 4学年）

① 我が国における宮城県の地理的位置を地図で確かめるとともに，我が国が 47 都道府県

によって構成されていることや都道府県の位置などを，地図帳で確かめ名称を白地図上に

表す。

② 「知っている県」→「宮城県に接している県」→「東北地方の県（天気予報の活用）」

→「関東地方の県（新幹線，高速道路などの交通網の活用）」→…などのように範囲を広

げていく。

(2)県における特色ある地域の人々の生活（第 3学年及び第 4 学年）

① 自然環境を保護・活用している地域の事例

○気仙沼市・蔵王町…海辺や山間地の特性を生かした産物などを資源として保護・活用。
② 伝統・文化を保護・活用している地域の事例

○鳴子町・雄勝町…伝統的な技術を生かした工業を保護・活用。

(3)世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，我が国の位置と領土（第 5 学年）

① 六大陸と三海洋については，地球儀や地図で位置や名称を確認するとともに，白地図に

書き表す。その際，我が国とそれらの国の位置関係を確認する。

② 主な国の名称と位置については，ユ－ラシア大陸やその周りに位置する国々から 10 か

国程度，北アメリカ，南アメリカ，アフリカ，オ－ストラリアなどの大陸やその周りに位

置する国々から 2 か国程度を選択する。（選択例→仙台市と姉妹都市関係にある都市をも

つ国など）

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 「法やきまり」（第 3 学年及び第 4 学年）を取り扱う上でのポイントは何か。

A1 例えば節水・節電など資源の有効な利用についての学習では，身近な法やル－ルを通して，人々

が社会生活の維持と向上に努めている意味を考えさせ，よりよい社会の形成に参画する資質や能

力の基礎を培う学習が大切である。

Q2 「情報産業と国民生活」（第 5 学年）の学習における改善のポイントは何か。

A2 従事している人々の工夫や努力に変わり，情報化した社会の様子と国民生活との関連を重視し

た。「情報ネットワ－クの有効活用」では，情報ネットワ－クのしくみを理解させるのではなく，

情報を双方向的に活用することで国民生活の向上に結び付いていることをとらえさせたい。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 算数

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

① 学習内容の系統性や関連性を踏まえ，学年間や学校段階間の接続を意識した指導計画を作成する。

② 領域間の指導の関連を図るとともに，指導形態の工夫等についても指導計画の中に位置付ける。

③ 適切な反復による学習の機会が柔軟に位置付けられるように配慮する。

④ 言語活動を指導計画の中に適切に位置付ける。

(2)単元や教材の開発

① 平成 23 年度からの全面実施を見すえ，平成 22 年度から新たに加わる内容についての教材研究を

深める。

② 新教育課程の趣旨を生かした授業を計画・実践し，成果を検討する校内研修の充実を図る。

(3)配慮すべきこと

① 新学習指導要領に内容として示してある算数的活動を教育課程に加える場合は，各学校の実態や

児童の学習状況に配慮する。また，算数的活動のねらいと実現したい児童の姿を明確にした授業を

行うようにする。

② 言語活動と指導目標との関係を明らかにし，解説に示されている〔算数的活動〕の内容を参照して，

目標実現のために有効な言語活動の場面を適切に設定する。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1)１年〔Ａ数と計算〕「繰り下がりのあるひき算」

減々法，減加法の双方を一緒に扱いながら，教材を工夫して繰り下がりの手続きを実感的につか

むために工夫された授業。17 個の卵から 5 個使ってオムレツを作るときに残る個数を求める問題

を解決した後に，さらに卵を 5 個使ってオムレツを作るときに残る個数を求める課題に取り組ませ

る。新しいパックを先に開けるか，後から開けるかを計算の仕方と結び付けて考えて説明する展開

により，言語活動の充実を図っていた。

(2)５年〔Ｃ図形〕「図形の合同」

普通紙にかかれた三角形や四角形とトレーシングペーパーにかかれた三角形や四角形を見比べた

り重ね合わせたりする算数的活動をとおして，合同な図形の性質を調べる授業。トレーシングペー

パーにかかれた図形は，ぴったり重なるかを調べるのに効果的だった。この算数的活動をとおして，

合同な図形の概念形成が図られたと思われる。

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 算数的活動をどのように設定すればよいか。

A1 児童が目的意識をもって，主体的に取り組む算数にかかわりのある様々な活動を指す。解説に示さ

れている 29 の例を，そのとおりに行うこともあるし，類似した活動を取り入れることも考えられる。

また，示されていない算数的活動を各学校や教師が工夫して取り入れていくようにする。

Q2 言語活動の充実を図るためにどんな点に配慮すべきか。

A2 言語活動を充実させる目的は，思考力，判断力，表現力の育成である。算数での「表現」とは言葉

だけではなく，数や式，図，表，グラフによる表現であるので，算数的活動の例の中で「表す」とい

う表現が明記されているものに特に留意して指導したい。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 理科

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

① 各学年の内容を通じて観察，実験や自然体験，科学的な知識や概念の定着を図り，科学的

な見方や考え方を育成するようにする。

② 観察，実験の結果を整理し考察する学習活動や，科学的な言葉や概念を使用して考えたり

説明したりするなどの学習活動の充実に努めるようにする。

(2)単元や教材の開発

平成 22年度から新たに加わる学習内容についての研修を行い，教材研究や指導法の理解を

深める。また,今回の改訂で復活した内容や，新しく入った内容で使われる実験器具について

は，安全に使用できるように点検や準備を十分に行う。

(3)配慮すべきこと

児童が観察，実験の結果を整理し，考察，表現する学習活動を行い，科学的な思考力や表現

力の育成を図るように配慮する。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1)第４学年「人の体のつくりと運動」

自分の腕を動かしたときの観察結果を基に，各班ごとに教師が自作した腕の模型を用いて，

腕を動かしたときの筋肉の様子を調べさせる学習活動を展開した。模型を動かしながら話し合

い，観察結果と模型とを関連付けて考えさせたことが，実感を伴った理解に結び付いていた。

(2)第５学年「台風と天気の変化」

空気法による風の体感実験や映像資料を基に台風の被害について考える活動をとおして学習

意欲を喚起するとともに，ＩＣＴを活用した主体的な調べ学習を展開していた。

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 理科における言語活動充実の際の留意点は何か。

A1 理科においても言語活動の充実を図ることが大切である。その際には，観察・実験等の時間を

しっかり確保した上で，書かせる活動等に取り組ませる。「（後でノートに）書くから（実験の

様子を）見なさい」ではなく，「見て感じたから書く」ことが大切である。

Q2 第６学年においてはぐくむ問題解決能力の「推論」について，どのように考えたらよいか。

A2 「推論」を「目に見えることから目に見えないことを考察する力」ととらえる。どの学年，ど

の場面においても「推論」する場面はあるが，とりわけ，考察時に重点を置くことが大切である。

この第６学年の「推論する能力」は，中学校ではぐくむ問題解決能力の「分析」「解釈」ともつ

ながる。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

生活

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1)気付きの質を高める指導や支援の在り方についての取組（気付きのとらえについて）

○ 段階的な子供の気付き(対象への気付き)について 単元「海からのプレゼント」の例

① 第１段階 直観的な気付き 「きれいな貝や石があるよ」行ってみる・触れてみる

② 第２段階 発見的な気付き 「鳴らし方で音が変わるよ」やってみる・作ってみる

③ 第３段階 追究的な気付き 「ぎざぎざやつるつるがあるからだよ」なぜかを考える

④ 第４段階 再認識的な気付き「こんな音も出せるんだ やってみよう」取り入れる

⑤ 第５段階 実践的な気付き 「海からのプレゼントで楽しい遊びができるね」振り返る

※ 必ずしも段階の順ではない。らせん状に関連しあい，跳び越えたり戻ったりするこ

ともある。なお，１～３段階を多く繰り返すことが，大切である。

(2)適切な動物飼育についての取組

○ 動物飼育に関係する諸機関と連携を図り，小動物の飼育等について専門的な立場からアド

バイスをもらっている。うさぎやモルモットなど，飼育する動物は地域によっても違う。

※ 参考「学校における望ましい動物飼育のあり方」（文部科学省委嘱研究）

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 習得，活用，探究の関係について生活科ではどう考えるか。

A1 教科としての特質を考えると「総合的な学習の時間」と近い面がある。習得，活用，探究に順

序性はなく，探究する中で活用したり習得したりするなど，一体的に行われるとものと考える。

Q2 児童を見取り，気付きの質を高める教師のかかわりについて具体的に教えてほしい。

A2 活動させるだけではなく，何を学び取っているのか何に気付いているのかなど，児童の学習活

動を豊かにするような環境構成を考える。初歩は，丁寧に子供の姿を見取り記録すること。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

年間指導計画や単元計画，教材や教具等を整備すること。

(2)単元や教材の開発

① 振り返り表現する機会を設けるなど気付きの質を高める学習活動を工夫する。

② ｢内容(８)生活や出来事の交流｣に関する学習の充実を図る (伝え合い交流する活動の充実)

③ 自然の不思議さ面白さを実感する活動を取り入れる。

④ スタートカリキュラムを作成する。

⑤ 安全や生命などに関する単元開発を行う。

⑥ 幼稚園や保育所との連携・交流などを図る。

⑦ 継続的な飼育・栽培活動のための環境作りを行う。

(3)配慮すべきこと

① 生活科の趣旨から考えて，英語や外国語活動を取り扱うことはできない。

② 2年間で飼育と栽培の両方を行う。安易な形で生き物を減らさない。



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 音楽

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1) 年間指導計画の作成

① 各領域（Ａ表現，Ｂ鑑賞）の指導事項と〔共通事項〕との関連を図り，年間をとおして継

続的に〔共通事項〕で示している内容を取り扱うように工夫し，適切に指導計画に位置付け

る。

② 各学年の歌唱共通教材の曲数の変更や，新学習指導要領全面実施に向け，鑑賞教材選択の

観点について，「和楽器の音楽を含めた我が国の音楽」を取り扱う学年を確認する。

(2) 題材や教材の開発

① 教科の目標を踏まえ，学年の目標と内容( 2 学年ごと)に示している事項を十分に検討し

て題材を設定する。

② 音楽のよさや美しさを感じ取ることができる教材や，児童の実態に応じて表現の喜びを感

じることのできる教材を選択する。

(3) 配慮すべきこと

〔共通事項〕の指導に当たっては，表現及び鑑賞の各活動の中で指導し，〔共通事項〕の

みを扱う学習にならないように配慮する。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1) 2 学年ごとに内容の扱いをマトリックス表で示す指導計画の作成

低，中，高学年ごとにまとめた指導計画を作成し，題材の配列と教材，学習指導要領の領

域別の内容，〔共通事項〕との関連を示すことにより,領域のバランスや指導の系統性につい

て配慮したものができる。また，各題材における学習指導要領との関連について，重点的に

取り扱う事項と関連的に取り扱う事項を「◎」や「○」などで示すことにより，指導内容を

明確にすることができる。

(2) 思いや意図をもって表現する力の育成を重視した学習活動

歌唱教材を取り扱う際には，児童が楽曲を聴いて感じ取ったことや想像したことを言葉や

体で表したり，友達と伝え合ったりしながら表現を豊かにしていく活動を取り入れ，表現を

工夫する楽しさを味わうように授業展開を工夫する。

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 歌唱共通教材や和楽器の指導について留意することはどんなことか。

A1 歌唱共通教材には，我が国のよき音楽文化を世代を超えて受け継ぎ，生活の場面で音楽を楽し

んだり，共有したりできるようにするという観点があることを十分に踏まえ，歌詞の内容や曲想

を生かした表現を重視する。また，和楽器を扱う場合は，学校や児童の実態に応じて楽器を選択

し，豊かな表現を楽しむことをとおして和楽器のよさを味わわせる。

Q2 言語活動の活用について留意することはどんなことか。

A2 児童が感じ取ったことを言葉で表すことが大切である。また，意見交換をすることにより，ほ

かの感じ方を知ったり，自分の感じ方を深めたりすることができる。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 図工

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

① 〔共通事項〕 を指導計画へ反映する。

② 発想や構想，創造的な技能，鑑賞の能力から指導計画を検討する。

(2)単元や教材の開発

鑑賞において，自分自身で意味を読み取り，よさや美しさなどを判断するなどの活動を充実

させる。

(2)配慮すべきこと

① 材料や用具等の扱いについては，新学習指導要領「指導計画の作成と内容の取扱い」を参

考に，年間指導計画の中に明確に位置付ける。

② 用具や備品が整えられているか，設備が十分に機能するかなどについても配慮する。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1)題材配置の工夫

題材配置の工夫として，「A 表現」(1) の題材を二つ，(2) の絵や立体に表す題材を三つ，工

作に表す題材を三つ，複合的な題材を一つ位置付けるなど，一年間において必要な経験を踏ま

えて題材を設定し，配置している。

(2)独立した鑑賞の時間の設定

表現と関連させた「B 鑑賞」の指導の充実を図るため，「A 表現」の題材に「B 鑑賞」を位置

付け，自他の作品のよさに気付くよう配慮するとともに，指導の効果を高めるため，学年の最

初に独立した鑑賞の時間を位置付けている。

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 指導計画の作成にあたってどのような配慮が必要か。

A1 指導計画は，教科の目標や各学年の実現を目指し，各学年の指導の充実を図るために，年間

計画や指導内容の選択，題材の設定を検討し創意工夫して作成するものである。目標及び内容

を十分理解した上での作成はもちろんであるが，児童の発達の特性や実態に応じ２学年間の見

通しをもつ，表現及び鑑賞の活動をとおして児童の資質や能力を高めることをねらいとする，

などの配慮が必要である。

Q2 鑑賞について，どのような配慮が必要か。

A2 各学年の発達段階に応じた，「話したり，聞いたりする」「話し合ったりする」などの学習活

動を位置付け，言語活動の充実を図る必要がある。

指導に当たっては，鑑賞が，自分の感覚や行為に基づいた能動的な活動であることに配慮す

る。例えば，視覚だけでなく触覚や聴覚などの他の感覚を考慮する，児童が造形活動の中で自

然に自分や友人の作品などを見ることも鑑賞としてとらえるなど，鑑賞活動を幅広くとらえる

必要がある。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 家庭

１ 平成 22 年度に求められる取組
(1)年間指導計画の作成

① 教科の目標を踏まえ，児童や学校，地域の実態に応じて，家庭科ではぐくみたい児童の姿を
明確にする。２学年を見通した指導計画を作成し指導の流れを考え，題材を構成する。

② 各題材に適切な授業時数を割り振る。（第 5学年 60単位時間，第 6 学年 55単位時間）
(2)単元や教材の開発

新しい内容を踏まえた題材の開発を図る。
「ガイダンス」「自分の成長」「食事の役割」「五大栄養素」「暑さ・寒さ，通風・換気，採光」
「環境に配慮した生活の工夫」等

(3)配慮すべきこと
① 新学習指導要領に対応した教材整備の確認とともに，学習環境の整備に努める。
② 実践的・体験的な学習活動，問題解決的な学習の重視とともに，言語活動の充実を図る。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例
(1)内容Ａ「家族と家庭生活」の(1)アの授業時数の目安

ここには「ガイダンス」「自分の成長の自覚」の指導内容があり，以下の例が考えられる。
○第 5学年の最初のガイダンス：1時間 ・第 5学年のまとめ：1 時間
○第 6学年のまとめ：1時間 ※学期や題材の区切りで，効果的に２時間程度配当

(2)内容Ｂ「日常の食事と調理の基礎」の「五大栄養素」の基礎的事項の学習
○「日常食べている食品に含まれる栄養素の種類と働きを調べて発表する」等の学習。

（中学校で食事摂取基準，食品群別摂取量の目安などの学習に発展）
(3)内容Ｃ「快適な衣服と住まい方」の「暑さ・寒さ，通風・換気，採光」の学習

○学校の様々な場所の暖かさや涼しさを調べ，快適な温度の調整を内容Ｃ「衣服の着方」の
学習と関連させる。また，冷暖房器具の利用について内容Ｄと関連させて，省エネルギー
につなげる展開も考えられる。

(4)内容Ｄ「身近な消費生活と環境」の「環境に配慮した生活の工夫」の学習
○内容Ｂ(3)「調理の基礎」の学習で実習材料などを無駄なく使うことを考える。
○内容Ｃ(2)「快適な住まい方」の学習でゴミの分別や原料の仕方などを工夫する。
○内容Ｃ(3)「生活に役立つ物の製作」の布の扱い方の学習と関連を図る。

３ 教育課程編成上の Q＆A ～学校における衛生管理及び食中毒の防止について～
Q1 生野菜の取扱いは，学校給食衛生管理基準（H21.4）に準じて行うのか。
A1 家庭科においては，生の野菜をどのように洗うか等，安全や衛生に気を付けて調理するなど
の衛生管理についてきちんと指導することが大切である。

Q2 調理したものの試食として，低学年や地域の方に食べてもらうことはよいか。
A2 家庭科での調理は，人に食べてもらうことを目的とはしていない。学習の目的はゆでる，い
ためる，衛生・安全について学ぶことである。

Q3 スポーツ青少年局通知(H21)「じゃがいものソラニン類の食中毒」について教えてほしい。
A3 栽培した際に小さいじゃがいもには全体的にソラニン類が多いので，取扱いには十分注意し
たり，ソラニンが生成しないよう日光に当たらない冷暗所に保管したりする等の配慮が必要で
ある。

Q4 調理に用いる食品について留意することは何か。
A4 米飯とみそ汁以外は題材を指定していないが，生の魚や肉については調理の基礎的事項を学
習しておらず，扱いや管理が難しいので用いないようにする。卵は加熱調理が望ましい。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 体育

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

① 地域や学校の実態及び体力運動能力調査の結果，児童の心身の発達の段階や特性等を十

分考慮する。

② 6 年間を見通し，各学年の目標や内容，授業時数，単元配当等を的確に定め，年間をと

おして運動の実践が円滑に行われるなど調和のとれた指導計画を作成する。

③ 学習内容の系統性を踏まえ，学年間や中学校との接続を意識した指導計画を作成する。

(2)単元や教材の開発

① 低・中学年において新たに導入される多様な動きをつくる運動（遊び）では，体のバラ

ンスをとったり用具を操作したりする動きをとおして，体の基本的な動きを総合的に身に

付けられるようにする。

② 体ほぐしの運動と心の健康，けがの防止と運動の実践など，運動領域と保健領域を関連

付ける。

(3)配慮すべきこと

低学年において，増加した時間の配当は，学校の実情や児童の実態に応じて内容の取扱い

に偏りがないよう各領域に配分する。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1)多様な動きをつくる運動（遊び）のパンフレットの活用

新学習指導要領に提示された「多様な動き」をつくる運動（遊び）のパンフレット（平成

20 年 3 月文科省配布）を校内研修で活用した。パンフレットに掲載してある動きを一通り実

施し，動きのこつを理解したり，提示しやすい動きや工夫しやすい動きを選別したりした。

パンフレットには，新学習指導要領解説書の例示を中心に工夫の視点，動きのポイント，教

員の言葉かけの例などが示されていることから，教師間の教材研究に大変効果的であった。

(2)鬼遊びに「タグやフラッグ」を利用した活動

しっぽ取りゲームにタグやフラッグを取り入れたことで，逃げたり身をかわしたりする動

きが活発になり，児童の興味・関心を高め，運動量を確保することができた。

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 学習したことを家庭で生かすことを重視しているが，教科指導の評価の対象となるのか。

A1 授業の中だけで体力の向上を図ることは容易なことではなく，普段から運動に親しむこと

は重要であるが，学習したことを家庭で生かすことは，指導内容として示していないので教

科指導の中で評価はしない。

Q2 保健の授業時数は変わっていないが，新たな内容を加えても時間内で指導できるのか。

A2 今回の改訂では，身近な生活における健康・安全に関する基礎的な内容を重視して指導内

容を改善するとともに，系統性のある指導ができるよう健康に関する内容を明確にした。

これまでの内容を整理してあるので，示された授業時数の中で，より内容を明確にした指導

ができる。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



 

 

 

 

平成 22年度 教育課程編成にあたって 

小 外国語活動

語 

１ 平成 22年度に求められる取組 

(1)年間指導計画の作成 

 外国語活動については，移行期間中から教育課程に加えることができる。各学校の裁量によ 

り授業時数を定めて実施することが可能である（年間 0～35時間）。第５，６学年とも週１コ 

マまでは，総合的な学習の時間の授業時数を充てることができる。 

(2)単元や教材の開発 

英語ノートは，学習指導要領具現化の一例である。各学校において児童の実態に応じてより 

効果的な活用について創意工夫することが大切である。 

(3)配慮すべきこと 

近隣の小学校と中学校，小学校同士で互いに授業参観をするなどして，積極的に情報交換や 

  交流する場を設定し，自校の取組に生かすことが大切である。 

２ 教育課程編成上，参考となる取組例 

(1) 校内体制の充実 

第５学年の授業づくりについては，第１，３，５学年の教員，第６学年の授業づくりにつ 

いては，第２，４，６学年の教員というように２グループに分け，学校全体で外国語活動の 

授業に取り組んでいる学校もある。効果的なアクティビティの考案が中学年部，必要な教材 

の準備等が低学年部と役割分担についても明確になっている。 

 また，校内の授業研究の際，指導案検討会や授業検討会において児童が取り組むアクティ 

ビティ等を実際に全教員が体験するなどして，校内研修の充実を図っている学校もある。 

  (2)授業実践 

学級担任と ALT とのティームティーチングだけではなく，低学年部の教員がＴ２として授 

業に入り，学級担任とのティームティーチングで授業を行っている学校もある。 

 また，小中連携の一つの試みとして，外国語活動の授業に中学校の英語科教員や中学生を 

ゲストスピーカーとして迎えた授業実践例も見られる。 

 

３ 教育課程編成上の Q＆A 

 Q1 外国語活動の目標にある三点について，順位性はあるのか。 

  A1 外国語活動の目標には「言語と文化に関する事項」，「コミュニケーションに関する事項」，「外 

国語の音声や基本的な表現に関する事項」の三つの柱があるが，三点についての順位性はなく， 

並列の関係である。三点が互いに絡まって，コミュニケーション能力の素地を養うことになる。 

  Q2 外国語活動の評価はどうすればよいのか。 

 A2 上記の目標の三つの柱に沿って評価をすることになる。英語ノート指導資料の８ページにある 

「評価規準」を参考に，児童にコミュニケーション能力の素地がどれだけ育っているのかという 

ことを評価する形成的評価である。例えば，評価の観点として，「I can ～.を用いて，自分がで 

きることを話すことができる。」等の表現は，外国語活動の目標から考えてなじまない。 

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441 

  



平成 22 年度 教育課程編成にあたって

小 道徳

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

① 各学年段階にわたる一貫した重点内容（自立心，自律性，生命を尊重する心の育成）を

明記した全体計画及び年間指導計画を作成する。

② 発達の段階に即した指導内容の重点化への配慮を指導計画上に一層明確化する。

例：低学年の重点内容

あいさつなどの基本的な生活習慣，社会生活上のきまりを身に付け，善悪を判断し，人

間としてしてはならないことをしないことについて配慮するようにする。

③ 学習指導要領に２学年ごとに示されている内容項目は，いずれの学年においても指導し

なければならないため，各学年の年間指導計画に該当する内容項目をすべて組み込む。

④ 新出の内容項目が，該当学年の年間指導計画に入っているかどうか確認する。

(2)単元や教材の開発

先人の伝記や自然，伝統と文化などを題材とした魅力的な教材開発・活用を行う。ただ

し，現役のスポーツ選手など「人」を扱った教材開発や自作教材活用を行う場合には，教

材としての適否を十分検討する。

(3)配慮すべきこと

道徳の時間の授業を公開するなど家庭や地域との連携の充実を図る。

２ 教育課程編成上，参考となる取組例

(1)学校の特色を生かした重点的な道徳教育の展開を目指し，項目を工夫した全体計画例

学校教育目標，法的根拠，道徳教育の重点目標，教職員の願い，地域・保護者の願い，児童の

願い，児童の実態，道徳の時間の指導の方針，各学年の重点目標，生徒指導，特色ある教育活動，

豊かな体験活動，環境整備，家庭・地域との連携における指導の方針，各教科等における指導の

方針を示す。これに加え別葉で各教科等の指導の内容，単元，時期，道徳の内容項目を表で示す。

(2)６年間を見通し，計画的，発展的指導を可能にした年間指導計画例

学年の基本方針，月・週・回（年度における何回目の道徳の時間か），主題名，内容項目，資

料名・出典，主題構成の理由，ねらい，展開の大要（指導過程の概要：主な学習活動，中心発問・

基本発問，指導方法），他の教育活動との関連など，これらを学年共通枠に明記する。

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 年間指導計画に「心のノート」の活用を明記したい。今後の配布予定はどうなっているか。

A1 平成 22年度は希望配布，平成 23年度はｗeb 版「心のノート」を配信予定である。

Q2 仙台市で作成している著作物等で，道徳の資料として活用できるものはあるか。

A2 社会科副読本「わたしたちのまち仙台」や人権資料「認め合う心」の活用などが考えられる。

活用に当たっては，内容項目を明確にし教科等との関連を押さえ，年間指導計画に位置付ける。

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441



２ 教育課程編成上，参考となる取組例

平成

小 特活

１ 平成 22 年度に求められる取組

(1)年間指導計画の作成

学級や学校の実態や児童の発達の段階などを考慮した全体計画，各活動・学校行事の年間指

導計画を作成する。学級活動については，学級ごとの指導計画も作成する。

(2)配慮すべきこと

① 学級活動，児童会活動，クラブ活動

守る活動，人間関係を形成する力を養う活動などを充実するよう工夫する。

② 学校行事では，総合的な学習の時間との関連を図りながら，異年齢集団による交流，高齢

者，障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとと

もに，気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりする活動を充実させる。

３ 教育課程編成上の Q＆A

Q1 学級活動の指導計画を作成する際，「議題名」と「題材名」をどのように使い分ければいいか

A1 小学校においては，共通事項「

日常の生活や学習への適応及び健康安全

場合は，「議題名」を「予想される議題名」と表記

Q2 情報モラルや消費者教育など，共通事項

きているが，その場合の取扱いについて教えてほしい。

A2 高学年ともなると，(2)ア～キの内容は年間

モラル等の内容は喫緊の課題なので

的な学習の時間との関連を図りながら取り上げてほしい。

(1)学級活動 各学年の年間指導計画

(2)言語活動の充実
司会者，参会

者，提案者などの

発達段階に応じ

た 9 年間の指導

の目安を作成し，

小中が連携して

共通の目指す子

供像をもって指

導に当たると効

果的である。

教育課程編成上，参考となる取組例

平成 22 年度 教育課程編成にあたって

年度に求められる取組

学級や学校の実態や児童の発達の段階などを考慮した全体計画，各活動・学校行事の年間指

学級活動については，学級ごとの指導計画も作成する。

学級活動，児童会活動，クラブ活動の指導に当たっては，話合い活動やきまりをつくって

守る活動，人間関係を形成する力を養う活動などを充実するよう工夫する。

は，総合的な学習の時間との関連を図りながら，異年齢集団による交流，高齢

者，障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとと

もに，気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりする活動を充実させる。

学級活動の指導計画を作成する際，「議題名」と「題材名」をどのように使い分ければいいか

小学校においては，共通事項「(1)学級や学校の生活づくり」では「議題名」，共通事項「

日常の生活や学習への適応及び健康安全」では「題材名」と記述する。年間指導計画を作成する

場合は，「議題名」を「予想される議題名」と表記する場合もある。

情報モラルや消費者教育など，共通事項(2)ア～キの内容に当てはめるのが難しい

取扱いについて教えてほしい。

ア～キの内容は年間 1 時間程度しか確保ができないこともあるが，情報

モラル等の内容は喫緊の課題なので，児童にその大切さを実感させるためにも，学校行事や総合

的な学習の時間との関連を図りながら取り上げてほしい。

問い合わせ 仙台市教育センター

各学年の年間指導計画(例)

言語活動の充実(例) 「話合いの仕方」9年間の指導系統表

学級や学校の実態や児童の発達の段階などを考慮した全体計画，各活動・学校行事の年間指

学級活動については，学級ごとの指導計画も作成する。

は，話合い活動やきまりをつくって

守る活動，人間関係を形成する力を養う活動などを充実するよう工夫する。

は，総合的な学習の時間との関連を図りながら，異年齢集団による交流，高齢

者，障害のある人々などとの触れ合い，自然体験や社会体験などの体験活動を充実するとと

もに，気付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりする活動を充実させる。

学級活動の指導計画を作成する際，「議題名」と「題材名」をどのように使い分ければいいか。

学級や学校の生活づくり」では「議題名」，共通事項「(2)

では「題材名」と記述する。年間指導計画を作成する

当てはめるのが難しい内容が増えて

しか確保ができないこともあるが，情報

大切さを実感させるためにも，学校行事や総合

仙台市教育センター Tel 022-251-7441

①発達段階を記入

することで段階

を意識した指導

ができる。

②1 年間ですべての

内容（共通事項

(1),(2)の 10 項目）

を取り扱う。

年間の指導系統表(小中連携)



 

 

 

 

１ 平成 22年度に求められる取組 

(1)年間指導計画の作成 

① 全体計画及び年間指導計画に目標及び内容，育てようとする資質や能力及び態度，学習 

活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画の七つの要素を示す。 

② 目標及び内容の設定に当たっては，地域や学校，児童生徒の実態に応じて行うとともに， 

日常生活や社会とのかかわりを重視する。 

③ 内容としては，目標の実現のためにふさわしいと各学校が判断した学習課題を定める。 

○学習課題（例）：「国際理解，情報，環境，福祉，健康などの横断的・総合的な課題」， 

「児童生徒の興味・関心に基づく課題」，「地域の人々の暮らし，伝統文化などの地域 

や学校の特色に応じた課題」，中学校においては「職業や自己の将来に関すること」 

(2)単元や教材の開発 

① 単元は，「探究的な学習」となるように計画する。その際，学習課題を，学習対象と学 

習事項によって具体的・分析的に示し，単元計画を作成することが望まれる。 

○学習対象・・・・児童生徒が探究的にかかわりを深めるひと・もの・ことなど 

○学習事項・・・・学習対象とのかかわりを通して学ぶことが期待されること 

② 体験活動を積極的に取り入れ，問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付ける。 

③ 他者と協同して課題を解決する学習活動や言語による分析やまとめ・表現などの学習活 

動が行われるようにする。 

(3)配慮すべきこと 

① 特別活動や外国語活動と混同した実践にならないようにする。 

例えば，運動会等の準備・練習，スキルの習得に重点を置いた外国語の学習活動など 

② 小・中・高等学校間の接続を視野に入れた計画を作成する。 

 

２ 教育課程編成上，参考となる取組例 

(1)「地域の特色を生かし，小・中の接続に配慮した単元計画の作成例」 

① 小学校では，アイヌの歴史や文化の学習から先人の生き方に触れ，ふるさとへの愛着と誇 

りをはぐくむ。＜3学年:食文化，4学年:伝統芸能，5学年:衣文化，6学年:言語・民族＞ 

② 中学校では，他地域のアイヌの歴史や文化と比較したり，異民族との交易や人権等を調べ 

たりして，生徒の興味・関心に基づいて学習を深化させ，ふるさとに生きる自覚を深める。 

(2)「地域の伝統や文化を通して自己の生き方を考える実践例」 

 ① 三方荒神鹿島獅子の歴史や踊りの意味について資料やインターネット調べ，発表し合う。 

 ② 一旦途絶えた三方荒神鹿島獅子踊りが昭和 49年に復活したことや，復活にかけた当時の 

人々の思いや苦労を，地域の方に聞きながらさらに詳しく調べ，まとめる。 

   ③ 聞き取り調査を基に，「獅子舞復活物語」を劇にして，地域の人を招いて見てもらう。 

 

３ 教育課程編成上の Q＆A 

   Q  小学校第 6学年で「最高学年としてどう取り組むか」をテーマに，「下級生お助け隊」や 

「あいさつ積極運動」などを行っている。児童から出された課題を基にした体験活動である 

が，特別活動ととらえることもできるのではないか。これは，総合的な学習の時間の学習活 

動としてふさわしいものか。 

    A  内容的に見て，単元全体が「探究的な学習」になっているかどうかで判断してほしい。また，

学習対象や学習事項を明確に説明できるものになっているかどうかも判断の基準となる。 

 

 

 

平成 22年度 教育課程編成にあたって 

 小・中 総合的な学習の時間 

問い合わせ 仙台市教育センター Tel 022-251-7441 

  


