
カリキュラム・マネジメントの実現のための
参考資料集

第２章「カリキュラム・マネジメントの実現に向けた実践事例とその工夫について」
でご紹介した各校の作成資料を、ジャンルごとに分類してダウンロードできるように
しましたので、ぜひご活用ください。内容の詳細については、第２章の各校の取組み
のページを参照してください。

＜留意点＞
●各資料は、二次元コードよりアクセスし、ダウンロードすることができます。各校の実態に合わせて
加工していただいても構いませんが、学校HPに掲載する等、データの再配布はしないでください。

●各校において、本章に掲載された資料を活用いただく際に、資料を作成した当該校に問い合わせをし
たり、使用許諾を求めたりする必要はありません。

第3章
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第３章 カリキュラム・マネジメントの実現のための参考資料集

１．「計画（Plan）」に関する参考資料

（１）カリマネ表（単元配列表）を作る

（２）単元の評価規準等を明確にする

２．「授業」に関する参考資料

（１）指導案を改善する

（２）ワークシートを工夫する

３．「評価（Check）」に関する参考資料

（１）教職員が授業について相互評価をする

（２）子どもたちの変容を知る

４．「情報共有・発信」に関する参考資料

（１）教職員・子どもが意識を共有する

（２）校内・校外に向け通信を発行する



１．「計画（Plan）」に関する参考資料

熊取町立西小学校 P.7
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（１）カリマネ表（単元配列表）を作る

それぞれの取組みを教科等横断的な視点
でつなげ「見える化」し、６年間を通して系統
立てながら考えた。

和泉市立北池田小学校 P.11

国語科を要とした教科横断的な視点を広げ
られるよう、単元を提案・公開した。また、グラン
ドデザインの作成、見直しを図った。
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岬町立深日小学校
P.10・11

各学年の取組みを、「体づくり」・「健康教育」・
「食育」の視点で、教科等横断的な視点からカリ
キュラム編成した。
学年単位で実施する取組みと、6年間学び続
ける取組みのつながりが明確になった。

１．「計画（Plan）」に関する参考資料

図6．ひと・まち・つながる教育におけるカリキュラム・マネジメント年間計画
1年 2年 3年 4年 5年 6年 地域

2月

3月

1月

9月

10月

11月

12月

4月

5月

6月

7月

8月

ひと・まち・

つなげよう

自分たちの食に

ついて見つめ、

できることを考

えよう

岬のええとこ

発見だ

見つめよう

私たちのくらし

体力測定・生活習慣調査（保健・体育）

田植え（総合・理科）

深日交流発表会（ひと・まち・つながる教育）

生活習慣調査（保健）

田植え（社会・総合） 田植え（総合・理科）

稲刈り（生活） 稲刈り（総合・理科）

田植え（生活）

稲刈り（社会・総合） 稲刈り（総合・理科）

生活習慣調査（生活）

逆さ言葉

（総合・国語・社会）

食の安全

（社会・総合）

見つめよう私たちのくらし

（社会・総合・理科）

みさきめぐり

（社会・総合・外国語）

梅干しづくり（生活・国語）

音楽発表

体力測定

（ボランティア・和大生）

地域の方（水田管理者）

梅干し・梅ジュースづくり（総合・理科・国語） 地域の方（梅園管理者）

地域の方（水田管理者）

梅採り（総合・理科・国語）梅採り（生活・国語）

栗拾い（生活・図工・

国語）

潮干狩り（生活・国語）

生活習慣調査（生活）

手まり寿司づくり（生活・国語） 手まり寿司づくり（総合・国語） 手まり寿司づくり（総合・家庭科）

保幼小交流（生活）

給食指導（生活）

稚魚放流（理科・総合）

昔のくらし（社会・総合）

ふれあい喫茶（音楽・生活・道徳） ふれあい喫茶（音楽・総合）

ふれあい喫茶（国語・総合）

手まり寿司づくり

学校ボランティア

町長・町議会議員

岬町教育委員会

保護者

地域の方

運動会（体育）

折り鶴作成・平和登校日

深日漁協見学（社会・総合）

地域の方（梅園管理者）

深日小の年間行事と各学年の学習内容をもとに岡田作成

ふれあい喫茶（音楽・総合）ふれあい喫茶（音楽・総合）

熊取町立西小学校
P.12

年間指導計画を俯瞰的に捉え、さらに学年の教員で
「食に関する指導」に係る単元等を線でつなぐことにより、
教科間の学習内容・単元の「ねらい」のつながりの相関が
「見える化」できた。
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（２）単元の評価規準等を明確にする

枚方市立招提小学校 P.16
言語能力の育成計画を
資質・能力毎に整理し直し、
１年から６年まで見通せる表
「招提小オリジナル系統表」を
作成した。

１．「計画（Plan）」に関する参考資料Excel版 PDF版

摂津市立摂津小学校
P.10研究テーマや「めざす子ども像」により迫る

ために、「つながり」を生かした授業デザイン
を学習指導案に明記できるように「授業デ
ザイン計画シート」を作成した。



２．「授業」に関する参考資料

熊取町立西小学校 P.13
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（１）指導案を改善する

教科間のつながりを意識した学習指導案
「つながり」を生かした学習のめあて、「つなが
り」の相関図、「つながり」を生かすための手だ
てを指導案に明記した。

枚方市立招提小学校 P.12

「みんなでやってみる」ことを大切にし、全教職員で
年間１本の授業を公開した。研究仮説の中から、
「どこをがんばる」かを選んで略案を作成した。



7２．「授業」に関する参考資料

ワークシート指導案データ

枚方市立第一中学校 P.5

「表現力」「コミュニケーショ
ン力」を教科等横断的に育
成していくことをめざし、４人
班を基本とした学習形態を
推進し、考えたアイデアを書
き出すことができるよう、各
班に１枚のホワイトボードを
活用した授業づくりを進めた。
その際の指導案とワークシー
トである。



8２．「授業」に関する参考資料

和泉市立北池田小学校
P.14・15

質の高い言語活動を実現するために、年度途中に次年度の指導案モデル
を検討し、次のような内容を記載する形にリフォームした。
・並行読書材について ・言語活動モデル ・具体的な子どもの姿 等

リフォーム後の指導案には単元で児童が作成した成果物や単元のふり返り、
単元後のアンケートの集計結果なども載せることにした。これを次年度の校内
研究の指導案に生かせるように内容を検討し、次年度の指導案モデルの作
成を行った。

言語活動の内容が伝わるように具体的に示す。

（例）
・どこで、どのようなことを表現させているのか
・どこで、どんな力を見取るのか など
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（２）ワークシートを工夫する

1年間の総合的な学習の時間の計画に基づき、各
教科の授業において育成した資質・能力を、どのように
総合的な学習の時間につなげることができるのかを意
識して、ワークシートを作成した。 枚方市立第一中学校 P.13

２．「授業」に関する参考資料

ワークシート

学習計画



３．「評価（Check）」に関する参考資料

枚方市立第一中学校 P.11
10

（１）教職員が授業について相互評価をする

相互参観授業週間
を学期に１回定め、他
の教科でどのような取
組みをしているのか実
際に目にする機会を作
り、教職員が互いに刺
激を受けながら、授業
を改善していけるように
工夫した。

摂津市立摂津小学校
P.12

学期ごとに、児童の姿から
「つながりを生かした取組み
（カリキュラム）」を振り返り、
「ここがよかった」「こうすりゃよ
かった」と意見を出し合いなが
ら「成果と課題」を明らかにし
た。
また、前年度の学年担任と
ともに次学期のカリキュラムの
見直しを行い、各単元の学
習内容をイメージしたり、前年
度の成果を生かしたりできるよ
うにした。
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（２）子どもたちの変容を知る

和泉市立北池田小学校 P.10

３．「評価（Check）」に関する参考資料

短い期間で、効果を定量的・定性的に見取り検証する経験を積み、
教員一人ひとりの子どもたちの姿を見取る力の向上をめざし、共同研究
した単元（４年生以上）で、学力向上担当者が学年教員と協力して
単元末力だめし問題・アンケートを作成し実施した。

4年生アンケート ６年生アンケート ５年生問題用紙 ５年生解答用紙



12３．「評価（Check）」に関する参考資料

岬町立深日小学校 P.7

生活習慣調査を年間２回実施している。
子どもたちが自分自身の生活習慣の課題を
見つけやすいように、時間軸利用の研究手法
をもとに、テレビやスマホ等、自分たちが使った
時間を数直線上に記入していくように工夫し、
生活習慣を「見える化」した。



４．「情報共有・発信」に関する参考資料

和泉市立信太小学校 P.5 13

（１）教職員・子どもが意識を共有する

「学びのフレームづくり」として、
主体的に学ぶ子どもの育成をめ
ざし、学校全体でどのように学
ぶのか「学び方」の共有を図った。

また、思考しながら主体的に
「聴く」ための手だてとして「聴き
方の達人」を職員で共有した。
「聴いたあと、感想や意見が言
える」「聴いたあと、話について
質問する」など８つの項目を作
り、聴くことを体系的に捉え、視
覚化した。

和泉市立信太小学校 P.7

聴くことを体系的に捉え、視覚化



枚方市立招提小学校 P.14

14

夏季校内研修を受けて
2学期に実践した「つけた
い力と子どもの実態にぴっ
たり」な言語活動について
良かった点・改善点をミニ
冊子にまとめて配付し、ブ
ロック学年会で意見交流
した。

４．「情報共有・発信」に関する参考資料
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（２）校内・校外に向け通信を発行する

熊取町立西小学校 P.9

各学年で取り組んだ、地域の環境や
人的資源を活用した「食育」についての
体験学習の実践を、栄養教諭が「食育
だより」にまとめて発信した。

４．「情報共有・発信」に関する参考資料

総合的な学習の時間における
SDGｓに関する取組みを、ICT活
用の視点でとりまとめ、取組んだこ
とを「見える化」し、市内で情報共
有をした。

枚方市立第一中学校 P.12

和泉市立信太小学校 P.10

研究授業で明らかになった成果や
課題、今後の方向性を話し合い、
研究通信を発行し、研究通信を通
して、全教員で今後の方向性を共
有するとともに、研究授業で明らかに
なった課題に正対した取組みの紹介
をした。


