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カリキュラムマップ2020
本校では「豊かな情操」を育むために様々な教育活動を行うとともに、「高い学力」を身につけさせるために独自の教育計画に
基づく、基礎・基本を重視した授業を展開しています。さらに今年度からアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、
ディプロマポリシーを明確化。この３つのポリシーを中心にカリキュラムを再編し、新たな取り組みを積極的に推し進めています。

アドミッションポリシー
入学者受け入れの方針

● 「自分のことは自分でできる子」
● 「友達と協力できる子」
● 「よく考えて いっしょけんめい とりくむ子」

カリキュラムポリシー
教育課程編成・実施の方針

● 「進んで学び抜く能力」の育成
● 「他者から学び、自他を生かす能力」の育成
● 「リアルな問いを立て、ツールを活用し、答えを作り出す能力」の育成

学びの責任能力
「進んで学び抜く能力」の育成　

協働的活動能力　
「他者から学び、自他を生かす能力」の育成

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生

カリキュラム
ポリシー

豊かな情操 基本的な生活習慣を育む 他者とのつながりを大切にする 上級生としての自覚をもつ

高い学力 きめ細やかな学習指導 専科教師による教科指導の充実 発展・演習的な学習プログラム／進学指導

学年目標
● 友だちをたくさんつくろう
● 自分のことは自分でしよう
● よいしせいで話を聞こう

● 友だちと仲良くしよう
● 丁寧に最後までやり抜こう
● 最後までしっかり話を聞こう

● 周りの人と協力しよう
● 最後まであきらめずに学習に取り組もう

● 周りのことを考えて行動しよう
● 進んで学習に取り組もう　　

● 上級生としての意識をもって行動しよう
● 学習を自分のものにしよう

● 最上級生としての自覚をもち、責任を果たそう
● 自分の目標に向かって進んで努力しよう

教科

生活

ICT 利用
プログラミング

行事
体験活動

その他

　

生活と学習
習慣化

■

異学年交流活動
「宝仙の生活について」

■

ピアサポート
「九九マスター」

■

補習「国・算・社・理」 外部委託
（夏季・冬季）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクティブ・ラーニング　2 モード「アカデミックアクティブラーニング」　　　「リアリスティック・アクティブラーニング」　■ ■ ■

プロジェクト型学習「創造探究」■

タブレット　1 人１台・個人持ち　　　　外部連携 「情報モラル」授業 ■

けん玉大会 ■ ■

宿泊行事
「忍野村林間学校」

外部連携
「プログラミング教室」

異学年交流活動 ピアサポート
「１.６年 ペア』

■

異学年交流活動
「3・4 年 林間学校」

■
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ディプロマポリシー
卒業時までに修得したい能力

● 「自ら学ぶ人に」（学びの責任能力）　
● 「ともに学ぶ人に」（協働的活動能力）
● 「学びを未来に繋げる人に」（課題設定・問題解決能力）の育成

教育目標
（目指す児童像）

学園ポリシー

● 心やさしく　豊かな情操をもつ子
● 進んで学び　高い学力を身につける子
● よく考え　最後までやりぬく子
● 体をきたえ　きびきびと行動する子

品格と知性

課題設定・問題解決能力
「リアルな問いを立て、ツールを活用し、答えを作り出す能力」の育成

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生

カリキュラム
ポリシー

豊かな情操 基本的な生活習慣を育む 他者とのつながりを大切にする 上級生としての自覚をもつ

高い学力 きめ細やかな学習指導 専科教師による教科指導の充実 発展・演習的な学習プログラム／進学指導

学年目標
● 友だちをたくさんつくろう
● 自分のことは自分でしよう
● よいしせいで話を聞こう

● 友だちと仲良くしよう
● 丁寧に最後までやり抜こう
● 最後までしっかり話を聞こう

● 周りの人と協力しよう
● 最後まであきらめずに学習に取り組もう

● 周りのことを考えて行動しよう
● 進んで学習に取り組もう　　

● 上級生としての意識をもって行動しよう
● 学習を自分のものにしよう

● 最上級生としての自覚をもち、責任を果たそう
● 自分の目標に向かって進んで努力しよう

教科

生活

ICT 利用
プログラミング

行事
体験活動

その他

　

補習「国・算・社・理」 外部委託
（夏季・冬季）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクティブ・ラーニング　2 モード「アカデミックアクティブラーニング」　　　「リアリスティック・アクティブラーニング」　■ ■ ■

習熟度別学習「特別国語・特別算数」

補習「国語・算数・社会・理科」

「卒業研究プロジェクト」 ■

プロジェクト型学習「創造探究」■

異学年交流活動  4 年〜 希望制クラブ（サッカー・金管・笛）　5 年〜 クラブ活動（必須クラブ） ■

異学年交流活動 　委員会活動 ■

週番活動 ■ ■

タブレット　1 人１台・個人持ち　　　　外部連携 「情報モラル」授業 ■

けん玉大会 ■ ■

異学年交流活動
「宝仙祭ゲームコーナー」

宿泊行事
「戸隠林間学校」

宿泊行事
「長崎修学旅行」

異学年交流活動
「3・4 年 林間学校」

■
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新学習指導要領では、新しい時代を生きる子どもたちに必要な「育成

すべき３つの資質・能力」として、「学んだことを人生や社会に生かそう

とする学びに向かう力、人間性」「実際の社会や生活で生きて働く知

識・技能」「未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力」を

掲げています。本校では以前から、生きる力を身につけさせるため、

為すことによって学ばせる機会を数多く提供してきました。また高い

学力を身につけさせるために、本校独自の教育計画に基づき、授業

時数を十分確保するとともに教科担任制や習熟度別学習、放課後

の補習、移行学習など、様々なオリジナルの教育活動を展開する

中で、未来社会に対応する力を育んできました。今回のカリキュラム

再編においては、従来から積み重ねてきた学びの取り組みをベースに

しつつ、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマ

ポリシーを明示することで、教育の方向性を明確化。さらに子どもたち

が自ら課題を見つけ、興味関心に沿って仲間とともに学びを進める

研究・プロジェクト型学習の拡充、それらを支えるICT教育機器の

積極的な導入によって、本校が培ってきた「授業力」の強みを生かし

つつ、「何を学ぶか」だけでなく「どうように学ぶか」も重視し、ソフト、

ハードの両面から未来型のカリキュラムを展開していきます。

宝仙のカリキュラムについて

カリキュラムの再編に関して

カリキュラムについて
本校での6年の教育を一貫性をもって構築することを狙いとし、今年度より３つのポリシーを策定。卒業時までに修得したい

能力であり学習成果の目標となるディプロマポリシーとして「学びの責任能力」「協働的活動能力」「課題設定・問題解決

能力」、ディプロマポリシー達成のためのカリキュラムポリシーとして「進んで学び抜く能力」「他者から学び、自他を生かす

能力の育成」、「リアルな問いを立て、ツールを活用し、答えを作り出す能力の育成」とし、全ての授業や行事を実施して

いきます。この２つのポリシーを踏まえたアドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）として、「自分のことは自分でできる子。

友だちと協力できる子。よく考えて、一生懸命取り組める子。」の三つの力を定め、入試の指針にしています。

研究・プロジェクト型学習について
本校では主体的に考え、他者と協働し、自ら行動を起こせる力を養うため、対話や協働、グループワークを主眼に置いた

授業を行ってきました。そこからさらに一歩進み、ディプロマポリシー達成に向けて、子どもたちが自ら課題を見つけ、興味

関心に基づいてグループを結成し、協働して課題解決に取り組む研究・プロジェクト型学習を強化。その中心となるのが

2018年度からスタートした、主体的に探究活動を行う「創造探究」であり、集大成として取り組むのが「卒業研究発表会」

です。答えのない、あるいは子どもの数だけ答えがある学びを、子どもたち自身がプロジェクトを組んで創り出す経験には、

かけがえのない価値がある。私たちはそう考えています。

ICT教育機器 導入の目的について
これからの時代、自分の人生を自分で拓いていくためには、学びを広げ深め、自己決定していくためのツールとして、情報

機器を使いこなす力が不可欠であり、情報活用能力やプログラミング的思考、情報モラルも求められます。そうした力を

育むため、積極的にICT教育機器を導入。全校児童一人一台タブレット型端末の導入、全教室にBIGPADを設置、

アクティブラーニング教室としての「My Lab.」があります。なお、1・2年生は「CYOD（Choose Your Own Device）」と

いう形で家庭でiPadを用意してもらいます。情報リテラシー＆情報モラルについて明確な目標を設定し、系統的なカリキュラム

を展開することにより、様々な授業やプロジェクト型学習での効果的な活用を進めています。

知識・情報・技術をめぐる変化はスピードを増し、先行きの予測が困難な時代を迎えています。本校では、これからの社会がどの
ように変化しても、予測を超えた変化が起こったとしても、子どもたちが生きた知識を活用して局面を打開していけるような力を
育み、身につけたその力を発揮できるようなカリキュラム作りと教育実践に力を注いでいます。

教務主任　百瀬 剛

研究推進委員主任　加藤 朋生

ICT教育研究部主任　吉金 佳能
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従来の一斉指導型で受動的な授業・学習形式に対し、アクティブ

ラーニングは積極的・能動的な授業・学習形式と定義づけられています。

小学校の教育現場においても、子どもたちが主体的に学ぶことや、

学級やグループの中で協働的に学ぶことの重要性が指摘され、アクティブ

ラーニングへの認知や取り組みが広がってきています。しかしながら、

子どもたちの自主性のみに委ねた学習活動では、十分な学習効果を

上げることは難しく、またグループワークやグループディスカッションと

いった形式を、ただ取り入れればいいというものでもありません。本校

では、子どもたちが自ら、人・モノ・コト・周囲の環境に主体的にかかわる

学びを「Academic（アカデミック）」と「Realistic（リアリスティック）」

の２つの相（Twin Mode）からなる「Active Learning（能動的

学習）」として取り組んでいます。Academic Active Learningは、

理論的・教科型の能動型学習であり、Realistic Active Learningは、

教科横断的・課題解決型の能動型学習です。自ら調べたり意見共有

するなど、教科をより活性化させるAcademic Active Learningと、

教科の枠に捉われない実地体験やプレゼンテーションなどを通して

リアルに社会と繋がりながら、身につけた知識・技能を次へとつなげて

いくRealistic Active Learning。このTwin Modeが有機的に

結びつき、学びを発展させていく本校オリジナルのアクティブラーニング

です。目指しているのは次世代型学力の育成。未来を自ら切り拓いて

いく力を身につけるための学びを展開しています。

宝仙の「Twin Mode」アクティブラーニング

国語・算数・体育など、教科学習の中での「能動的学習」です。ペア学習、グループ学習、ICT活用な

どにより、主体的・協働的な学びを促し、対話的・協働的に課題解決を図る経験を積み重ねていきます。

たとえば算数ではICT機器を具体的な学習提示や情報交換に利用し、友だちと問題を出し合うことで

学びを活性化。体育でもICT機器を用いて友だちや自分の動きを撮影し、振り返りなどに利用しています。

他の教科でも、自分の意見、学習の振り返り、作品の制作記録などをICT機器やホワイトボードを用いて

まとめ、情報共有やグループ学習などの活動を行っています。

創造探究・校外学習・委員会活動などでの「能動的学習」です。グループに分かれて問題解決・企画・

実行していく校外学習。実社会と繋がったり、様々な教科の内容を繋げたりして、より現実味のある

深い学びを試みている教科横断的学習。学んだことや調べたことを相手に分かりやすく工夫して伝える

プレゼンテーション。このような多様なグループ活動や、校内外の人 と々の対話を通して問題解決に

取り組みます。リアルな問いを立て、ICT機器などの様々なツールを活用して、培われた知識・技能を

活かす学習活動は、子どもたちのさらなる可能性を引き出します。

Academic Active Learning 〜学問的・観念的・理論的な能動型学習〜

Realistic Active Learning 〜体験的、教科横断的な能動型学習〜

HOSEN GAKU EN
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2つの能動型学習で
状況の変化に強い
思考能力・実践化能力を育成

Academic

Realistic

4

2021宝仙小ト�ックス冊子_0727+.indd   42021宝仙小ト�ックス冊子_0727+.indd   4 2020/07/27   21:052020/07/27   21:05



今後、社会変化のスピードがさらに加速することが予想され、ますます

予測が困難な時代を迎えるのは間違いありません。そこで重要となる

のが、予測できない変化に受け身になることなく、未知の領域に臆する

ことなく、主体的に向き合い、社会の中の自分をどう位置付けるかを

考え、他者とともに課題解決していける力です。本校の研究・プロジェクト

型学習は、まさに正解のない問いの探究や、未知の領域に踏み込む

体験を積み重ねる学習です。学校や教師から課題が与えられ、あらか

じめ答えが用意されている学習とは一線を画し、リアルな社会と繋がり

ながら、子どもたちが自分の知恵を出し合い、時に失敗や回り道もし、

その失敗からも気づきを得ながら協働的に進めていく学びです。本校

では、以前から校外学習や体験学習を重視してきました。それは、机上

の学力だけでなく、実際に様々な場所へ足を運び、リアルな体験をする

ことが大事だと考えてきたからです。このような体験型プログラムをさらに

発展させ、研究・プロジェクト型学習として明確に位置付けることで、

よりいっそうの学びの活性化を図っています。たとえば本校の修学旅行は、

ただみんなで観光地や史跡を訪問するといったスタイルを取っていません。

自分たちの興味関心から学びを創り出し、友だちと一緒にプロジェクト

を組んで自分たちのゴールを目指していきます。まずは事前に子どもたち

がテーマを持ってグループを作り、調べ学習を行い、訪問先を決め、交通

手段や費用まで調べます。コンセプト設定からプランニング、実践まで

を自分たちで行うのです。また帰ってからも学びは続きます。自分が

得た経験や学びを振り返り、捉え直し、整理した内容をプレゼンテーション

します。協働的学習・主体的学習がリアルな社会に結びつく。それを

身をもって体験することが、学んだことが本当に生きるんだという実感と

なり、他者とともに問題解決していく力、学びを自分事として捉える力へ

の育成に繋がっていきます。

研究・プロジェクト型学習のコンセプト

研究・プロジェクト型学習の核となる「創造探究」

研究・プロジェクト型学習
従来型の学習は、学校や教師による一斉指導型授業が中心であり、子どもたちが受け身の学習です。それに対して本校の研究・

プロジェクト型学習は、子どもたち自身がゴールを設定し、友だちと一緒に正解のない問いを探究し、課題解決に向かっていく学習スタイル

で展開していきます。主体的・協働的な学びがリアルに社会と結びつく喜び・達成感を、子どもたちが得ることを大切にしています。

研究・プロジェクト型の学習を子どもたちに定着させ、継続的に取り

組めるよう、カリキュラムの中に設定しているのが「創造探究」の授業

です。3年生から6年生までの4学年に週1時間設け、教科の枠を

超えて、主体的に、あるテーマに沿ってグループで問題解決に取り組み、

学んだことをまとめ、プレゼンテーションも行います。主に林間学校や

修学旅行など校外学習での活動を対象として、子どもたちがグループ

ごとに探究テーマを設定し、協働的学習を行います。たとえば、進級

遠足においては、グループごとに「外国人とのコミュニケーション」

「生き物とのふれあい」「植物観察」など、研究テーマを設け、ルートや

時間配分を計画し、実際にグループ活動をしました。また戸隠林間

学校では、お世話になる戸隠のために、いろいろな場所を訪問したり

インタービューしてまとめた戸隠の魅力を、インターネット発信する

活動に取り組みました。6年生は修学旅行、3・4年生は両学年合同

で実施する岩鞍林間学校などを題材に、様々なテーマで創造研究を

行っています。スポット的・イベント的な学習に終わるのではなく、正規

の授業として時間を確保し、継続的に取り組むことで、自分たちの

興味関心から学びを創り出し、友だちと一緒にプロジェクトを組んで、

主体的・協働的に未知の領域に挑む姿勢や力を育んでいます。そして

My Lab.、iPadといったICT教育環境が、より自由で幅の広い学び

を可能にしています。

グループワーク
協力して取り組む

今までの学びを
生かす

プレゼンテーション
（自分の考えを伝える）

リアルな
社会へと
つながる

主体的な
学びのテーマ
（課題設定）

問題解決
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固定観念にとらわれない貴重な学び

６年修学旅行の目的地は長崎。グラバー園、大浦天主堂、出島など、多くの有名観光地がありますが、

娘のグループが選んだのは、崇福寺、興福寺（ともに唐寺）、諏訪神社、新地中華街。グループで相談して

いた時に、“御朱印巡り”が面白そうということになり、行き先が決まったのだそうです。『創造探究』プログラム

の成果として、娘たちは全国でも珍しい国宝・唐寺を訪問する機会を得たのでした。娘は、中国文化の

影響を受けてきた長崎を体感し、仲間と豊かで自由な時間を共有してきました。それは机上の学習だけでは

得られない貴重な『学び』だったと感じています。先の見えない、どんな変化が待ち受けているか想像できない

今の世界で、一人ひとりが生き抜いて行く力、『人間力』を身につける一つのステップになったのではない

でしょうか。「子どもたちによりよい学びを」という先生方の熱意に感謝しております。
佐々木 裕子

保護者から
の

メッセージ

班行動で取材・新聞づくりに挑戦
小学校の修学旅行というと、あらかじめ決められた行程に従い、団体行動するのが一般

的です。そんな中、本校は、興味関心を生かしたグループ行動がメインの修学旅行に

チャレンジしています。初年度の2019年は長崎新聞社とタイアップ。取材先での

挨拶の仕方を練習したり、長崎新聞社の方から新聞の作り方を学ぶなど事前学習を

行ったうえで、食文化や歴史など、子どもたちが興味関心を持ったテーマに沿って関係先を

取材。19グループ18通りの活動で作成した記事を新聞にまとめ、発行するという取り

組みを行いました。各グループの行動の状況は、ICT機器を活用して教師が把握。

本校のこの取り組みは、長崎新聞の紙面（2019年6月24日発行）でも紹介されました。 

充実した6年間の証をプレゼンテーション
研究・プロジェクト型学習の締めくくりとなるのが卒業研究です。卒業研究では、それまでの

「創造探究」の集大成として、子どもたち一人ひとりが興味関心に基づいたテーマを

設定し、各自で研究を進めます。6年生の最後には「卒業研究発表会」の場で、自分が

探究した学びをプレゼンテーションします。卒業研究を完成させ、提出・発表することは、

ディプロマポリシーの達成度を可視化することでもあり、子どもたち自身の達成感や自信

にも繋がっていきます。

研究・プロジェクト型学習
長崎修学旅行

研究・プロジェクト型学習
卒業研究発表会

HOSEN GAKU EN
ELEMEN TARY SCHOOL

HOSEN
STYLES
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ICT 教育機器の活用
子どもたちが活躍する未来の社会で求められるのは、「知識・何を知っているか」ではなく「知識を生かして、何ができるか、

どのように社会と関わるか、自らの人生をいかに創造性あるものにするか」です。そのためには、情報活用能力と情報モラルを

幼いうちから身につけることが大切です。本校は、それぞれの学年にふさわしいICTを活用した授業を展開しています。

グローバル化は多様性をもたらし、情報化や技術革新の進展が人間

生活を大きく変化させつつあります。これらの影響は社会のあらゆる

領域に及んでいます。たとえば10 〜 20年以内に、現在ある仕事の

約半分が、AI（人工知能）やロボットによって代替される可能性が高いと

いわれています。今の子どもたちは、情報化、少子高齢化、グローバル

化がさらに進んでいく中で、先が見通せない時代を生き抜き、自分自身

の未来を創っていかなければならないのです。当然のことながら、学校

教育にも変化が求められています。従来の知識偏重型教育から、知識

だけでなく体験を通して学ぶ教育の重視へ。これまではインプット中心の

学びでした。もちろんインプットも大事ですが、そのインプットの質を高め

ていくためにはアウトプットが欠かせません。求められているのは、アウト

プットを学習の課題とし、「子どもたちが主体となって能動的に学ぶ

教育」そして「個別の知識が関連付けられ、社会の中で生きて働く知識

として習得できる教育」「正解のない問いに向き合い、他者と協力し

答えを創り出す学び」です。加えて、大きく変容する未来社会を担って

いく子どもたちには、情報を主体的に捉え、情報技術を手段として活用

していく力が不可欠となります。これらの資質・能力を育むため、学校

生活や学習での日常的なICT活用が推進されています。本校では、

そうした学びや環境の整備にいち早く取り組んでいます。課題を設定し、

その中で子どもたち自身がテーマを決め、仲間と協働しながら、ICTを

活用し、正解のない問いに対して最適解を創っていく活動です。この

ような学びは、スタートしてしまうと教師が口を出す場面はほとんどなく、

大部分を子どもたちに任せることになりますが、手探りの部分があり

つつも、子どもたちは楽しみながら、

友だちと一緒に進めています。

それができるのは、本校の仏教

精神を基調とした教育理念が

受け継がれ、教師や子どもたち

の間にしっかりとした人間関係、

信頼関係があるからです。

変わりつつある学校教育

ICT機器がもたらす様々な効果

答えのない学習を進めていく際に、もっとも重要になってくるのが情報

です。1次情報、2次情報など、情報には様 な々ものがあります。いちばん

大事なのは自らの実体験ですが、それだけでは情報の種類も量も不十分

です。そこで有益になってくるのがICT機器です。様々な情報を集め、

調べたり、調べたものをまとめたり、共有したり。ICTの活用によって、

主体的で連続性のある学びが生まれ、より深い理解や新しい学びの

あり方を見出すことにも繋がります。また伝達や表現をする場合にも

ICTは非常に有効なツールです。交流の対象を友だちや家族、学校の

みんなだけでなく、地域社会、日本、世界へと広げていくことが可能であり、

実社会との繋がりを意識した学びに進化させていくことで、モチベーション

を高め、発信力や他者意識を育むことができます。実際に、教師の想定を

飛び越えて、子どもたちが学習を進めていく姿が見られます。子どもたち

はできることの幅や可能性を広げながら、発展的な学びを創り出している

のです。ICTには、個別に最適化した学習内容の提供、フィードバックが

得やすいといった利点もあります。たとえばノートは教師に提出したら

教師にしか見てもらえませんが、ICTでみんなで共有すればいろいろな

意見が集まってきます。家庭学習を学校での学びに繋げることも簡単

です。このように、ICTによって学習が繋がる、繋げることからもたら

される効果は非常に大きなものがあります。

調べ学習 グローバル

プレゼンテーション

家庭との連携

意見収集・意見交換

（学びのツール）
ICT機器
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感銘を受けたスピード感とチャレンジ精神

COVID-19が猛威を振るう中での、宝仙学園小学校の「学びを止めない」取り組みはとても素晴らしいと感じ

ました。まず驚いたのはスピード感です。5年前からICT教育を段階的に導入していた経緯もあり、4月初旬

のオンライン授業のスタートは大変スムーズに感じました。もう一つ感動したのは、先生方の新たな取り組みに

対するチャレンジ精神です。通常授業のオンライン化だけでなく、卒業生や社会人を外部講師として迎える

『Hosen TV』をいち早く開始してくださいました。普段の授業では聞けない様 な々職業の方の話から、子ども

たちが未来を創造するきっかけを持てたのではないかと思います。先生方がスピード感をもって次 と々チャレンジ

する姿勢は、子どもたちだけでなく私たち保護者にもひしひしと伝わっています。学校と先生方のこれまでの

取り組みに感謝するとともに、さらなる進化に期待しています。
池上 昌弘

保護者から
の

メッセージ

よりアクティブで多様な学びへ
ICTルーム「My Lab.」、教室に設置されたIWBやiPadなど、ICT機器を最大限に利用し、

情報リテラシー＆情報モラルを育てながら、「学びを止めない」「次に繋がる学び」を実現

しています。iPadは全児童一人1台持ちで活用しています。調べ学習で知識と知識、

知識と体験を繋げたり、自分の学びの様子の可視化や視覚に訴えるデジタル教材の

活用、多彩な表現・作品作り、モバイル性を利用した校外学習先での活用、プレゼン

テーション、レポート作成、課題提出など、学校のPCや共用iPadでは難しかった連続

した学びに積極活用しています。また1・2年生は、CYOD（Choose Your Own 

Device）の導入を2020年7月よりはじめております。

本校のリソースを総動員して実現
いち早くICT教育機器導入に取り組んできた本校では、新型コロナウイルス対策として

臨時休校要請が出された2020年2月27日の翌週から、オンライン授業をスタートさせる

ことができました。4月からはオンライン学校として、全教師・全児童で全教科のオンライン

授業を実施。開始に当たっては、全ご家庭にアンケート調査を行い、必要に応じて

一部機材の貸出も行うなどICT環境を整え、「届ける／学習・学び・安心」「繋ぐ」「創る」

をキーワードに、通常授業と遜色ない学習を実現しました。リアル学校をオンライン上に

作ることを意識し、グループセッションや家庭で用意できる備品を用いた理科実験、オン

ラインジムなども実施。保護者からもよい評価をいただいています。

ICT 教育機器
IWB や iPad などをフル活用

ICT 教育機器
オンライン授業
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異学年交流活動
本校では1年生と6年生、3年生と4年生、5年生と6年生といった異学年が一緒に取り組む活動を多く取り入れています。

子どもたちが学び合い、助け合い、支え合う活動を、同じ学年だけでなく他学年とも行うことで、人と人の関わりが広がり、

学年を超えた仲間意識が生まれ、学びが活性化していきます。また様々な立場を経験することで、責任感も育まれています。

ピアサポート
支えあい、助けあう

子ども同士の関係性を築く

1・6年 ペア

2・3年 九九マスター

5・6年 委員会活動 クラブ活動

1・2年 学校での過ごし方

3・4年 合同林間学校

方面別 たてわり 下校班

宝仙学園は「人を造る」教育を建学の精神としており、宝仙学園小学校

では、宗教教育を押し付けることなく、仏教精神を基調とした生活

環境の中で、思いやりにあふれ、感謝の心を忘れず、周囲の人々の

ために尽くす人を造る教育に力を注いでいます。このような教育方針の

もと、子どもたち同士、誰かを助けたり、誰かに助けられたりする中で、

成長していく取り組みを重視し、取り入れているのが「ピア・サポート」

です。「ピア」は英語のPeerで、「仲間」を意味しており、小学校で

いうと、同級生だけでなく、同じ学校に所属する異学年の子どもも

「ピア」です。「サポート」は英語のSupportで「支援」することを意味

しますが、専門家による援助とは違います。つまり「ピア・サポート」は、

仲間同士の支え合いであり、一方が支え、一方が支えられるという

一方通行のものではありません。仲間として相互に励まし、サポート

し合いながら課題解決していく活動なのです。「ピア・サポート」を

学校現場に取り入れることで、安心や繋がり、絆を産み出し、思いやり

のある学校風土や学級風土が創り上げられることが期待されています。

本校の場合、1・6年のペア、3・4年生の林間学校、クラブ活動など、

異学年交流の活動の場が文化として息づいており、「ピア・サポート」の

理念や取り組みは大変マッチしています。仲間を大切にするという

ことは、自分自身を大切にすることでもあります。子どもたち同士が

誰かを助け、誰かに助けられることで、自己肯定感が育まれ、仲間への

思いやりが生まれてきます。教師自身が「ピア・サポート」の考え方や

取り組みを学び、今ある実践をより効果的に行えるようにしていくことで、

教師と子ども、親と子どもといった縦の関係だけでなく、子ども同士の

横の繋がりを強化していきたいと考えています。実際に、子どもたち

同士で考え、行動していこうという雰囲気が醸成されつつあると手応え

を感じています。

ピア・サポート

様々な異学年交流

本校の異学年交流では、「ピア・サポート」の考え方を具現化した様 な々

活動を実践しています。学校現場での「ピア・サポート」というと、

一般的には、同じクラス、同学年といった近しい仲間同士の助け合いを

思い浮かべがちですが、異学年交流においては、同学年との交流とは

また違った効果が生まれています。たとえば1・6年ペアの活動は、

6年生が担当する1年生とペアになり、1年生が学校に慣れていく

ためにサポートを、1年間を通して行うことで、やさしさや上級生としての

責任感が育まれていきます。1年生は支えてもらってうれしかった体験を、

自分が6年生になり、支援する立場になった時にお返ししていくことに

なります。3・4 年生合同の林間学校では、3・4 年生が生活班を

ともにし、4年生がリーダーシップを発揮しながら、準備段階から現地での

生活、野外活動などを実施。3年生がそのリーダーシップを引き継い

でいきます。また5・6年生は学校行事の仕事やクラブ活動、委員会・

週番の活動を担っていきます。中心となるのは最上級生の6年生

ですが、10月頃からは5年生へバトンタッチ。こうした様々な異学年

交流を通して、助け合い、支え合う活動を伝統として引き継いでいき

ながら、人を支援する中で成長し、支援される中でも成長していくよい

サイクルが生まれています。
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父母会活動は、楽しくやりがいある活動です

「大変そう…」、それが父母会に対する私の最初の印象でした。しかし、長男が４年生の時に初参加して

以来、すっかり魅了されています。宝仙学園小学校の父母会活動は、校長先生、教頭先生をはじめ多くの

先生方に支えられながら、各学年の保護者が協力して子どもたちのために活動する場です。中でも宝仙祭は

一大イベントです。各学年幹事は２学期になると担当の催し物の準備を進めます。子どもたちの普段の

生活を垣間見ることができたり、普段はあまり接点のない先生とお話する機会もあります。また母親同士の

関係が、いつの間にか生涯の親友のようになっていることもあります。宝仙祭当日は、子どもたちの楽しそうな

姿を見た瞬間、「がんばってよかった！」という気持ちでいっぱいに。子どもたちの笑顔と喜び。これこそが

父母会活動の一番の魅力であり、やりがいです。
対馬 もゆ

保護者から
の

メッセージ

「張り切って教える」「楽しく覚える」
2年生の掛け算の九九の暗記を、3年生がサポートする「九九マスター」は、学習活動

の中でのピア・サポート。2019年から始めた取り組みです。覚えた九九を児童が

教師の前で暗唱し、全部正しく言えたら合格をもらうという学習スタイルが一般的だと

思われます。本校の「九九マスター」では、3年生がローテーションで2年生のところへ

行き、合否の判定役を務めます。3年生は1学年下の子にきちんと教えてあげるという

意図をもって接し、2年生はお兄さん、お姉さんの前で張り切って暗唱します。「よく

頑張ったね」「合格シールをあげるね」「ちゃんと言えてうれしい」「合格できた」といった

会話が子どもたちの間で行き交い、楽しみながら九九の学習を行っています。

部門の壁を越えたピア・サポート
宝仙祭は幼稚園・小学校・高校女子部・中高共学部・大学の５部門合同で行う学園祭です。

その中のイベントのひとつとして、毎年、本校の5年生が企画・運営しているのが「ゲーム

コーナー」です。5年生の子どもたちが幼稚園児や低学年の子どもたちのために、的当て

ゲームやボーリングなど、安全かつ小さな子どもでも楽しめるような企画を立て、必要な道具

の準備や景品作りをし、当日の運営も担当します。宝仙祭開催前には幼稚園へ出向き、

園児たちにチケットを配るなどゲームコーナーをPR。幼稚園から大学まで同じ敷地内に

設置されているというメリットを生かしたオリジナリティある異学年交流であり、部門の壁を

越えたピア・サポートともいえます。

研究・プロジェクト型学習
九九マスター

異学年交流
宝仙祭ゲームコーナー
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宝仙学園小学校は、本校に集まってくる様々な人々こそが、最大の

教育リソースの1つだと考えています。かつて学校は、「教師が授業にて

勉強を教える場所」でありました。「学校に行けば勉強ができる」という

希望を持って登校する子どもたちに、様々な知識・経験と教育技術を

持った教師が一斉に教えることで、社会のニーズに応えてきたといえます。

しかし近年、特にICT技術の向上により、様 な々情報や教育コンテンツ

を家庭にいながらにして得られるようになりました。また習い事等のバリ

エーションも増え、興味関心あることを学校以外でも進めることができる

ようになっています。それは「学校だけが学ぶ場」ではなくなってきたこと

を意味しています。そこで本校は、「健全なる心と体を持つ子どもの

育成」という教育の原点に立ち返り、「学校」という場でこそ行われるべき

教育を精査。教師がすべてを教えるのではなく、外部リソースと繋がり、

子どもたちが主体的・協働的に学ぶ場を提供していく、「ファシリテーター」

「教育プランナー」「コーチ」としての役目を果たしていきたいと考えて

います。様 な々外部リソースを集め・繋いでいくことから、私たちは「学校の

ハブ空港化」と呼んでいます。ハブ空港のように、保護者、カウンセラー、

企業や地域の方々、各分野の専門家など、たくさんの人々が来校し、

多様な専門性が結集して、子どもたちのために何ができるのかを考えて

いけるような学校を目指し、授業・研究・放課後活動を展開していきます。

社会が大きく変化している今、教育現場には、変化への迅速な対応

力や柔軟性がますます求められるようになってきています。そうした

対応力・柔軟性を高めていくためには、社会の動きや変化に敏感で

なくてはなりません。また本校では、子どもたちの主体的・協働的な

学びが、リアルに社会と結びつく体験を重視しているため、学校自体が

社会と結びついていることが不可欠であります。特に、早期からICT

機器の導入・活用に積極的に取り組んできたこともあり、本校はこの

数年、外部の様々な人 と々の連携を、よりいっそう強化してきました。

たとえばICT教育では、株式会社教育ネットの協力を得て、全児童を

対象にインターネットやICT機器の利用に関する実態調査を行い、

分析結果を教職員にフィードバック。教育ネットから専門家を講師とし

て招き、情報リテラシーや情報モラルに関する授業も行っているほ

か、保護者向けICTプログラム実施の際にもご協力をお願いしていま

す。他校や各種協会から講師を招いての研究授業、公開授業研

究会なども積極的に実施。教育コンサルタントには、本校の取り組

みを第三者の目で分析・評価いただき、教育の活性化に活かしていま

す。保護者対象の研修会であるHosen Edu. Sessionsにも外部

講師をお招きし、保護者と教師がともに学んでいます。これからも、

学校が主体性を持って多彩な外部人材を継続的・発展的に活用す

ることにより、教育活動を豊かにし、子どもたちに求められる資質・

能力とは何かを、社会と共有していきたいと考えています。

外部連携の教育活動

つながり

実社会
専門の知識と技術

外部業者
教育関係者

子どもたち

お互いに恩恵がある関係性へ

リアルな学び 教育
的な
恩恵

学 校学 校 教師

本校の教育は教師のみで行われるものではありません。外部の様々な人々と繋がり、お招きし、連携しながら「豊かな情操と

高い学力」を育んでいます。多彩な分野の人々と関わりをもつことで、子どもたちはリアリティをもって学ぶことができ、

教育の幅を大きく広げることが可能となります。そうした観点から、本校は「学校のハブ空港化」を推し進めていきます。

外部の人々と協力して行う教育の取り組み

学校のハブ空港化
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ゲストスピーカーを務めて実感した、宝仙の学びの深さ

4年生の理科の授業で、「ハーバリウム（植物標本）」をつくるワークショップを行いました。登壇前の私の

心配事は「ハーバリウムは、教科書の内容に沿うのか？」。しかし宝仙が目指す学びは、さらに深いところに

ありました。教科書の内容は網羅しつつ、それが世の中とどう結びついているのか、にまで踏み込んで子ども

たちに伝える。まさにこれがゲストスピーカーの役割です。授業当日、まず驚いたのは、授業前に自然と

お手伝いを申し出る子どもたちの姿。授業後もオイルまみれのビーカーを自主的に洗ってくれました。この

積極的な姿勢は授業にも通じ、理科室には終始活気あふれる声が飛び交います。全員が中学受験に

挑む環境ですが、だからこそ、詰め込み式ではなく、学ぶ面白さ自体に興味が持てるよう、自然と促す宝仙

スタイルは圧巻です。これからも宝仙とともに、子どもたちの未来を考えていきたいと思います。
荻野 若菜

保護者から
の

メッセージ

関東圏の小学校初の取り組み
2020年4月、株式会社JR中央ラインモールによる放課後課外講座「プログラボ」を

開講しました。「プログラボ」は、子ども向けロボットプログラミング教室で、本校は関東圏

初の学校内放課後課外教室として開設。希望者対象のアフタースクールという位置

付けで、授業では「教育版レゴ・マインドストーム・EV3」を用い、モーターや各種センサー

を使ってロボットを組み立て、ビジュアルアイコンを使ったソフトウェアでプログラミングを

行います。開講に当たっては、社会科授業内でのプログラミング学習に加え、3回に

わたる体験会を実施するなど事前準備を重ねてきました。プログラミング教育の必修化に

対応し、外部の専門家と子どもたちを繋いで、主体的な学びを支援します。

その道のスペシャリストから話を伺う
「学びを社会と繋げる」「リソースの拡大」「本物との出会い」をキーワードに、ゲストスピーカー

をお招きしています。2019年度の3年理科では、「プロに学ぼう！」をテーマとし、「顕微鏡

のプロ」である眼科医の保護者から、眼科医の仕事や理科の知恵がどう活かされている

かなどを教えていただいたほか、「ITのプロ」であるIT企業にお勤めの保護者から、ビッグ

データの活用法などについて身近な例を用いてご説明いただきました。「植物のプロ」で

ある日本ハーバリウム協会認定講師の保護者には、ハーバリウム「植物標本」作りを

体験させていただきました。オンライン学校中に行ったHosenTVにも、保護者や卒業生、

企業の方などにご登場いただき、子どもたちへメッセージを送っていただいています。

外部連携の教育活動
プログラボ

外部連携の教育活動
ゲストスピーカー
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本校では、学校・教師と保護者、そして児童が協働的に学び、「人を

造る」教育に取り組んでいます。これまでも父母会総会等において、

新年度の取り組みの狙いや方針・方向性をご説明したり、授業参観を

はじめとした学校行事の機会に、アンケートでご意見をいただいたりして

まいりました。さらに近年は、単に言葉や書面でこちらからお伝えするだ

けでなく、体験を通して教育の現場を知っていただきながら、より具体的

な形で保護者の方 と々教師がともに本校の教育について考える場、意

見交換できる場作りに力を入れています。たとえばICT教育に関して

は、保護者対象のプログラムとして、ICT教育体験会、ICT教育セミ

ナー、iPad導入説明会を開催。ICTやiPad導入の目的や目指すべ

き姿、今後の計画、情報モラルに関する考え方や家庭でのルール作り

などを共有し、本校で採用している授業支援アプリも体験していただいて

います。また、教師から3年生の子どもたちにiPadを渡す際には、子ど

もへのサプライズとして、保護者からメッセージを寄せていただいていま

す。iPadの箱を開けた時、まず子どもたちが目にするのは、「正しく使っ

てね」「これを使って勉強を頑張ってね」という願いが込められた保護者

からの手紙です。その手紙は、子どもたちのモチベーション向上に大き

な効果を生んでいます。Hosen Edu. Sessionsという保護者対象の

研修会もスタートしました。コンセプトは、「本校の目指す教育につい

てより理解を深めていただくこと」「教育や子どもの現状‐未来に関する

情報を共有し、より未来に開かれた教育について考える場を創ること」

「お互いの意識、知識を活かして、学校と保護者が協働して、未来

に通じる教育のあり方を考えていくこと」です。オンライン学校中に

本校に関わってくださっている方々のご協力を得て、子どもたちへメッ

セージを届けるHosenTVにも、保護者の方にご登場いただいています。

これからも児童・教師・保護者が協働して、学びを高め、深めていく取

り組みを積極的に推し進めてまいります。

創立以来、宝仙学園は、「仏教精神を基調とした人間教育」を建学の

精神とし、「品格と知性を兼ね備えた人を造る」教育を実践しています。

宝仙学園小学校では、宗教教育を押し付けることなく、仏教精神を

基調とした生活環境の中で日 を々過ごしながら、その教えを自然に感じ

取り、敬虔の心・慈悲の心・感謝の心・奉仕の心を育み、生きる意欲を

高め、自らの力で人生を切り拓いていってほしいと願っています。宝仙

学園の校章は、三角形が基本となっています。この三角形は胎蔵界

曼荼羅に由来しており、物を創造し、発展させる力を表しています。

三角形は三つの角が支えあい、調和のとれた世界を構成しており、

それぞれの角を仏教に当てはめると「功徳力=自己の力」「加持力=相手

の力」「法界力=自然の力」となります。さらにそれを教育の世界にあて

はめると一角は「学生・生徒・児童・園児」、一角は「学校・教師」、一角は

「家庭」となります。宇宙（世界）が三つの力で調和が保たれているように

教育も三つの力が支えあって完成します。これが宝仙学園の校章の

意味する世界です。校章が象徴するように、保護者、児童、教員・学校が

三位一体となって「人を造る」教育は、脈 と々今に受け継がれ、「児童」

の成長を「学校・教師」「保護者」がともに支えていく学園の伝統として

息づいています。

学 校 保護者

児 童

保護者とともに歩む
「人を造る」教育を建学の精神とする宝仙学園は、児童、保護者、教員・学校が協働し、三位一体となって、教育の効果を高めていく

取り組みを大切にしてきました。加えて近年は、ICT教育機器の積極導入・オンライン化の充実により、iPadを活用した

アクティブな学び、オンライン学校、HosenTVなど、子どもたちの未来を見据えた三位一体の教育を、より効果的に実践しています。

保護者と教育を考える取り組み

児童をともに支えていく本学園の伝統
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Hosen Edu. Sessionsに参加して

本学園の先生方は、子どもたちの学びの場をいつも楽しく情熱的に提供してくださり、それぞれの個も大切に

接してくださいます。そんな先生方が、保護者に向けてご用意くださったのがHosen Edu. Sessionsです。

ICT教育やアクティブラーニングは、私たちの時代にはなかった新たな学びの方法ですので、興味津 で々参加。

毎回テーマは様 で々、楽しく感慨深い時間となりました。「楽しく自然に、考える力・語り合う力を学ぶ」「個々の

ベースを引き出す」「答えは１つではなく複数ある」「柔軟な考えや発想のトレーニング」「近い未来の教育に

ついて」など、知識の詰め込みではない将来に向けて必ず役に立つ「新しい学び」の数々。家庭でも子ども

との関わり方に取り入れたいと感じました。次回を楽しみにしつつ、Hosen Edu. Sessionsでの学びを

さらに多くの保護者の皆さまと体験し、共有できたら素敵だなと願っております。
遠藤 万友美

保護者から
の

メッセージ

保護者とともに教育を考える
Hosen Edu. Sessionsは、「未来の教育をともに考える場」をテーマとした、全学年

保護者対象の研修会です。初回は、未来年表（博報堂生活総合研究所）で今後100

年間に起こると予測される出来事を覗いてみたほか、外部講師の講演を聞き、保護者

同士でグループトークを行いました。第2回では、講演の他に、アクティビティとして本校の

図工の授業を体験。さらに「未来社会の到来に備えて学校と家庭のすべきこと」を

ディスカッションしました。第3回は、「大人の図工室」を企画。4年生の子どもたちが

行った聴覚障害をテーマにした授業を、保護者の皆さまにも体験していただきました。

これからも保護者と教師が共に学べる場として、年間2回程度の実施を計画しています。 

子どもたちの主体的活動を支える
本校の学園祭（宝仙祭）は、子どもたち・学校と保護者とが一緒になって創っていくスタイル

です。保護者の方 に々は、子どもたちの作品展や発表会を楽しみ、成長を実感していただく

傍ら、お弁当屋焼きそばの模擬店の出店やバザーの開催、安全管理・受付を担当して

いただくなど、宝仙祭運営のサポートにも携わっていただいています。その他、運動会や

公開授業、お楽しみ会などの行事サポーターも募り、無理のない範囲でご協力をいただいて

います。また親子映画観賞会など、父母会として行事の企画なども積極的に取り組んで

いただいています。そうした中で醸し出されるアットホームで楽しい雰囲気が、子どもたちの

主体的・協働的な活動の後押しとなっています。

保護者対象 教育研究会
Hosen Edu. Sessions

保護者と連携して取り組む行事
宝仙祭
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宝仙学園小学校 ￨ 〒164-8631 東京都中野区中央 2-33-26　TEL：03-3371-9284

https: / /www.hosen.jp/

こども教育
宝仙大学

宝仙学園
中学・高等学校 共学部

理数インター
宝仙学園高等学校

女子部 宝仙学園小学校 宝仙学園幼稚園
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