
研究概要 
 

Ⅰ 研究主題 
「夢をもち、夢を実現する子ども」 

 

１ 研究主題設定の経緯 
本校は、創立 139年の伝統をもつ学校である。学区は、横浜駅西口やみなとみらい地区等の新し

い商業地域が近くにある一方で、伝統の技を受け継ぐ職人が腕をふるう老舗や地域に根差した商店

街があり、昔ながらの雰囲気が残っている。周辺には、横浜市中央図書館や掃部山公園、野毛山動

物園等、教育施設や緑豊かな場所がある。地域には、子どもたちの登下校を見守りあいさつや会話

を交わしてくださる方や、子どもたちの学習活動や発表に励ましの言葉をかけてくださる方、子ど

もの質問や依頼に笑顔で答えてくださる方等、本校の卒業生やその保護者をはじめとして、学校と

共に歩んできた地域の方々が多くいる。 

こうした恵まれた環境の中で、戸部のまちの「ひと」「もの」「こと」との関わりを通して、自ら

課題を設定し、追究し、振り返りながら学びを連続・発展させていく探究的な学習活動に取り組み、

その過程で出会った対象（「ひと」「もの」「こと」）に対する捉えや自己の生き方を見つめ直す子ど

もを目指し、平成 15年より生活科・総合的な学習の時間（以下、総合）の研究に取り組んできた。

その成果として、地域との関わりを大切にしながら、そこに住む人々の幸せを願い、学級の仲間と

共に、主体的・探究的に学びを展開しようとする子どもの姿が見られるようになってきている。 

一方で、その間にも子どもたちを取り巻く状況は刻々と変化し続けてきた。学習指導要領の改訂

も含め、生活科・総合に求められることやその在り方も、研究当初からは少しずつ変わってきてい

る。その背景にある現在の社会に目を向けると、環境・エネルギー・国際問題・少子高齢化等、多

様な問題が存在する。子どもたちが暮らす戸部の地域も例に漏れず、高齢化による担い手不足や身

近な自然環境の減少、地域の防災に関わる諸問題等、解決の難しい問題がある。 

そのような中で、地域と関わることや自分たちのやりたいことをやり抜こうとすることが、本校

の生活科や総合の、いわば文化として定着しつつある今こそ、目の前にいる子どもたちには、社会

や地域にある諸問題としっかりと向き合い、解決していこうとする大人になってほしいと考えた。

以上のような経緯から、研究主題を「夢をもち、夢を実現する子ども」と設定した。 
 

２ 研究主題の意図 
「夢をもつ」とは、真に意味や価値のある、よりよい「～したい！」という思い・願いをもつこ

とである。そのためには、自分のみならず、家族、友達、地域等の肌で感じることのできる隣人、

ひいては社会、日本、世界、さらには環境、未来といった、ありとあらゆる他者のことを考えられ

ることが重要である。そしてそれは、あらゆる他者との関わりの中で様々な事実や価値観に触れ、

それらを関連付け、深めながら、自分自身の実生活の営み、実社会との関わりを更新・形成してい

くことで可能になる。 

また、夢が夢のままで終わっては子ども自身が生きていく社会やそこでの生活は子どもの願うも

のになっていかない。「夢を実現する」ために必要な主体的に粘り強く追究しようとする態度や問

題解決の過程で必要となる思考力、判断力、表現力等の力を子どもたちに育てていく必要がある。 

以上のような考えに基づき、「夢をもち、夢を実現する」ための、目指す子どもの姿については、

これまでの実践や新学習指導要領等を踏まえ、学校教育目標に沿って、次の通りに整理した。 
 

【夢をもち、夢を実現する子ども】 

ⅰ 戸部のまち（子どもたちの家庭・学校・地域における、実生活の営みや実社会との関わり）や

自分自身を見つめ直し、よりよい戸部のまちを目指して夢をもち、その実現に向けて粘り強く

追究する。                           ＜ゆめいっぱい戸部＞ 

ⅱ 夢の実現に向けて、課題を見出し、その解決に向けて構想を立てて、方法を吟味しながら情報

を収集し、それをもとに分析的に思考し、判断したり表現したりする。 ＜それぞれが飛べ＞ 

ⅲ あらゆる他者と対話を通して双方向的に関わり、相手のことを理解し、信頼し合いながら力を

合わせて取り組む。                         ＜みんなで翔べ＞ 

ⅳ 対象のもつ意味や価値を理解したり、自分自身の成長や変容に気付いたりし、戸部のまちに対

して、さらに、よりよい夢を描き、実現しようとする。          ＜ゆめいっぱい戸部＞ 
 
「夢をもち、夢を実現する」ということは、現実を直視し、そこからよりよい実生活の営みや実

社会との関わり方を模索し、未来図を描いて、一歩一歩着実に現実に変えていくことである。 



３ 夢をもち、夢を実現する子ども（系統表） 
目指す子どもの姿 ＜視点＞ 低学年 中学年 高学年 

それぞれが 
飛べ 

 

夢の実現に向けて、課題を

見出し、その解決に向けて

構想を立てて、方法を吟味

しながら情報を収集し、そ

れをもとに分析的に思考

し、判断したり表現したり

する。 

＜課題の把握＞ 
夢の実現に向けて解決すべき
課題を見出して設定し、その
解決に向けて、構想を立て
る。（推論、見通し、順序立て等） 

夢を実現するために何をす
ればよいか考えたり、必要
なものを準備したりしよう
とする。 

夢の実現に向けて、今、何を
すべきかを明確にもち、また
そのために必要なものを準備
したり、取組の順番を考えた
りする。 

夢の実現に向けて、見通しを
もって解決すべき課題を設定
し、予想や仮説を立て、必要
なもの・ことを具体的に順序
立てて構想を立てる。 

＜情報の収集＞ 
手段を選択したり方法を工夫
したりしながら情報を収集す
る。 

身体を通して関わったり、
対象に直接働きかけたりし
ながら、比較したり、分類
したり、関連付けたり、視
点を変えたりして対象を捉
え、違いやよさを見つけ
る。 

 
 

課題に沿って他者と関わった
り、試行錯誤したりするな
ど、方法を工夫して情報を集
める。 

課題に沿って他者と関わった
り、方法を吟味し、工夫し、
体験したり、調査したりして
情報を集める。 

＜整理・分析＞ 
課題に沿って、収集した情報
を、整理・分析し事実を捉え
る。 
（比較、分類、関連付け、焦点化等） 

比較したり、分類したり、関
連付けたりしながら情報を整
理し、事実を捉える。 

比較したり、分類したり、関
連付けたりしながら情報を整
理したり、課題に沿って判断
するために必要なことを焦点
化したり捉え直したりする。 

＜まとめ・表現＞ 
整理・分析して捉えた事実を
もとに、課題に沿って、自分
の考えをもつ。 
（評価、選択、順位付け等） 
また、必要に応じて方法を工
夫しながら相手や目的を意識
して表現する。 
（要約、構造化、理由付け等） 

よさを生かしたり、試した
り見立てたり予測したり、
見通しをもったりして創り
だす。また、相手に伝わる
ように様々な方法で表現し
たり、相手にとって分かり
やすく表現したりする。 

課題に沿って、理由付けしな
がら、評価、選択、順位付け
を行ったり、要約、構造化し
たりする。また、自分の意見
や立場を、根拠を明確にしな
がら、相手や目的に沿って、
方法を工夫しながら伝える。 

課題に沿って、焦点化された
事柄について、理由付けしな
がら、評価、選択、順位付け
を行ったり、要約、構造化し
たりする。また、自分の意見
や立場を、根拠を明確にしな
がら、相手や目的に沿って、
方法を工夫しながら伝える。  

みんなで 
翔べ 

 

あらゆる他者と対話を通

して双方向的に関わり、相

手のことを理解し、信頼し

合いながら力を合わせて

取り組む。 

＜協働＞ 
夢の実現に向けて力を合わせ
て活動に取り組む。 

友達と一緒に、互いのこと
を気にかけ合いながら協力
して活動し、そのよさを感
じ取る。 

友達の存在を意識し、一緒に
活動するよさを大切にしなが
ら、課題の解決に向けて協力
して活動する。 

友達と互いに信頼し合いなが
ら、課題の解決に向けて役割
を分担したり、支えあったり
して協力して活動する。 

＜対話＞ 
仲間や対象と双方向的に関わ
り合う。 

互いのよいところを見つけ
て共感したり、自分と違う
意見や考え方があることに
気付いたりして、それを自
分の考えに生かそうとす
る。 

相手が伝えようとしているこ
とを意識しながら聴き、自分
の意見と比べよさや違う点を
見つけたり、つなげたりしよ
うとする。 

相手の立場や意図を意識し、
自分の考えと比較しながら、
批判的に聴いたり、共感でき
る部分を見つけたりし、一緒
に判断したり結論を出したり
しようとする。 

ゆめいっぱい 
戸部 

 

戸部のまちや自分自身を

見つめ直し、よりよい戸部

のまちを目指して夢をも

ち、その実現に向けて粘り

強く追究する。 

 

対象のもつ意味や価値を

理解したり、自分自身の成

長や変容に気付いたりし、

戸部のまちに対して、さら

に、よりよい夢を描き、実

現しようとする。 

＜自己理解＞ 
自己の成長や変容を見つめ直
し、可能性に気付いたり、自
信をもったりする。 
 

体験や活動を通してできる
ようになったことや新たに
分かったことを見つめ直
し、その変化や成長に気付
き、自信をもったり自分ら
しさを大切にしようとした
りする。  

課題解決の過程を通してでき
るようになったことや分かっ
たことを見つめ直し、新たな解
決の仕方や対象の捉え方が身
に付いたことに気付き、自信を
もったり、自分らしさを大切に
しようとしたりする。 

課題解決の過程を通してでき
るようになったことや分かっ
たことを見つめ直し、解決の仕
方や対象の捉え方が変化・成長
したことを自覚し、自信をもっ
たり、自分らしさを大切にしよ
うとしたりする。 

＜気付き＞ 
追究を通して出会う、戸部の
まちの「ひと・もの・こと」の
よさに気付く。 

追究を通して関わった対象
の不思議さや楽しさ、自分
との関わりに気付く。 

追究を通して関わった対象のもつ意味や価値、学習活動を支
えたり見守ったりしてくれた人々の存在等、戸部のまちには
魅力的な「ひと」「もの」「こと」があふれていることに気付
く。 

＜思い・願い＞ 
戸部のまちに夢をもち続け、
その実現に向けて、主体的
に、粘り強く追究し続ける。 
 

自分自身の家庭や学校・地
域での生活を振り返り、や
りたいこと（＝夢）を見つ
け、よりよい活動や生活を
目指して自分から進んで取
り組もうとする。 

生活経験や学習経験を見つめ
直し、興味・関心のあること
から、自分たちの力で成し遂
げたい目的（＝夢）をもち、
その実現に向けて粘り強く取
り組もうとする。 

生活経験や学習経験、実社会
の問題等を見つめ直し、戸部
のまちにとって意味や価値が
あると考えられる目的（＝
夢）を見出し、その実現に向
けて粘り強く取り組もうとす
る。 

 
４ 戸部のまちの「ひと」「もの」「こと」の視点  

全学習材に 
共通 

地域・学校 
・戸部のまちには、魅力的な「ひと」「もの」「こと」がたくさんあふれているということ。それらは、
自分たちの生活とつながっていて、自分たちの生活を豊かで持続可能なものにしているということ。 

・自分も家庭や学校、地域の一員として、よりよくそれらと関わっていく必要があるということ。 

キャリア 
・地域には自分たちの活動を温かく見守り、支えてくれる人がたくさんいるということ。 
・身の回りには優れた知恵や技、熱い思いをもって、真摯に仕事や取組に打ち込んでいる人がいるとい
うこと。 

各学習材に 
固有 

環境・生命 
・身の回りの自然環境（身近に存在する動植物等）は、自分たちの生活を含め、つながり、関わり合っ
ているということ。 

・身の回りの自然環境（身近に存在する動植物等）は有限で、大切に守らなければならないということ。 

文化 
・身の回りには先人が築き上げてきた様々な文化（事物）があり、そこにはその文化に固有の思いや  
知恵が凝縮されているということ。 

・自分が属する文化とは異なる文化が存在し、そこには尊重すべき面白さや奥深さがあるということ。 

ものづくり 
・自分たちの手で何かを創り上げたり成し遂げたりすることで生活が豊かで持続可能なものになると
いうこと。 

防災・安全 
・身の回りには、自分たちが安全に、安心して暮らせるような様々な仕組があること。また、そのため
に努力している人がいるということ。 

食・健康 
・自分たちの生活の中には、健康に生きていくための知恵や、それを普及していくための取組等がある
ということ。 

福祉 
・地域には多様な人が暮らしていて、互いに支え合い、尊重し合っていること。またそのための仕組が
あるということ。 



 


