
キャリア・パスポートを活用した学級活動（３）での取組  ～２年～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○授業の実際  
 
 
 
 
 

キャリア教育の視点を生かした国語科の授業実践  ～６年～ 

○単元名  「私たちにできること」  
○本時のねらい 
自分たちの提案を交流する活動を通して、伝えたいことを明確に

することができる。 
○本時の概要    
カリキュラム・マネジメントの一貫として特別活動との関連を図り、

児童会活動を充実させるために各委員会で提案するという活動を
設定した。友だちとの交流を通して、提案内容を改善したり、自分の
考えを深めたりできるようにした。  
 
○国語科の授業で 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
○特別活動や日常生活とのつながり 

○単元名  「学習発表会をふりかえろう」  
○本時のねらい 
学習発表会での頑張りを振り返り、友だちと認め合うよさに気付

くことができる。 
○本時の概要  
キャリア・パスポートを活用した自己評価を行い、自分の頑張りを

振り返ることができるようにした。さらに、友だちと互いの頑張りを
認め合い、みんなで頑張るよさに気付くことができるようにした。  

棚倉町立近津小学校  実践研究テーマ「自ら学び、表現する児童の育成～キャリア教育の視点を生かした授業実践～ 

中間発表会後に、一度振り
返りを行い、自己の目標を捉
え直した。これにより、行事後
に自己評価を高めた児童が
多く、達成感を味わうことが
できた。  

ワールドカフェ方式にしたことで、
自分たちの考えを説明したり、他の
委員会へアイデアを出したりする活
動が活発に行われた。  

色別の付箋を活用し、アドバイ
ス・質問 ・感想に分けて整理。話
し合いの視点が焦点化され、交
流を通して考えが深められたこと
が明確になった。   
 

キャリア・パスポートの一部  

思い出の背景画と写真を提示しながら  

６年生からの提案  ４・５年生との練り上げ  各委員会活動で実践  

互いに声をかけ合い、自分たちで練習でき
るようにした。一緒に練習してきたからこそ分
かる友だちの頑張りをたくさん発見できた。  

本時のワークシートより  

 
友だちの頑張りを付箋に書いて伝えた

ことで、互いのよさを共有することができ
た。友だちに認めてもらえたことで、「頑張
ってよかった」という思いにつながった。  
 



日常の学びや体験を通して、育まれた子どもの力とその姿  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

幼小中をつなぐ連携の在り方  

○近津幼稚園との連携を図った学習活動  

○棚倉中学校との連携を図った学習活動  

 

 

 

 

○研究のまとめ 
・  国語科を中心に、「人間関係形成能力」に重点を置いて授業実践を積み重

ねてきた。各教科等とも関連させながら、より具体的な視点で実践を充実さ

せることができた。  

・ 学級活動や学校行事において、キャリア・パスポートの活用を図ってきた。子

どもたち同士の話合い活動、教師の対話的な関わりを通して、その効果を高

めていくことができた。  

・  異校種間の連携、地域人材の活用では、これまでの活動を見直し、新たな

学習活動も積極的に取り入れてきた。今後も地元の高校との連携や新たな

人材の活用により、より質の高い体験活動になることを目指していきたい。  

棚倉町立近津小学校  実践研究テーマ「自ら学び、表現する児童の育成～キャリア教育の視点を生かした授業実践～ 

）  

６年生へのアンケート、中学生
が作成した資料を基に、中学校
生活について活発に意見交換。  

 

本校と連絡を取り合い、準備

を進めてくれた中学生 。２年ぶ
りの運動会で活躍する姿を見
て、閉会式の感想発表では、６

年生から感謝の言葉を伝えた。  
。  

同じ町内の６年生と、中学校を
訪問。学習発表を見たり、部活動

を見学 ・体験したりする中で、中
学生に向けての意欲を高めた。 

「比例 ・反比例」「歴史上の人

物 」６年生の学習とのつながり
に気付いた子どもたち。小学校
の学習の大切さを実感できた。 

運動会でボランティア  中学生と学級活動  

先輩の授業を参観  
憧れの眼差しで見学  

・戦 争体験をインタビュー

し、タブレットに収録  
・戦争に関する資料を収集  
社会科の学習をきっか

けに、家庭でも探究的な学
びが展開され、友だちと資
料を共有する中で、学びが

深まっていった。  

日常の学びの中で  
○毎朝小学校を訪問  

「朝の元気タイム」  
○各教科等の学びと関連
させた学習活動、行事  

【例 】  国語科「音読発表会」  

    生活科「砂遊び」  

    体育科「 」  

小学校わくわく大作戦  
①幼稚園で授業体験  

②新６年生が企画・交流学習  
③小学校で授業参観・体験   
小学校生活へのスムーズな

移行と最上級生に向けた期待

と責任の高まりを目指し、幼
小が計画的に連携してきた。  ５年生のお兄さん・お姉さんと  授業は楽しそうだね  

小学校の校庭でマラソン  
地域の豊かな人材 、有

形 ・無 形の貴重な文化財
を活用した学習を行ってき
た。地域で活躍している方

がたくさんいて、自分達を
温かく支えてくれているこ
とが伝わり、子どもたちに

「ふるさとを愛する心」が育
まれる活動となった。  

毎日進んで飼育・栽培
活動に取り組む子どもた

ち。異校種 ・学年との交
流を通じて、人とのつな
がりの大切さを感じてき

た 。 卒 ・ 入 学 式 の会 場
に、種から育てた花を飾
ろうと、感謝の思いを大

切にしながら、栽培活動
に挑戦している。  

音読発表会に招待  

貴重な文化財を調査中  地域の伝統芸能を継承  

インタビューしたことを紹介  貴重な資料に高まる関心  

熱心に飼育・栽培活動  卒業生・新入生のために  



令和 3年度 近津小学校 キャリア教育 全体計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本校のキャリア教育で育成を目指す資質・能力（基礎的・汎用的能力）＞ 

進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期 

 低学年 中学年 高学年 特別支援 

人間関係形成・ 

社会形成能力 

友だちのよいところを

見付けようとしている。 

友だちの考えを聞き、い

いところを取り入れた

り、違いを認めたりして、

進んで活動しようとす

る。 

相手に分かりやすく考え

を伝える。 

集団に参加することが

できる。 

友だちと協力すること

ができる。 

自己理解・ 

自己管理能力 

あいさつや返事をしっ

かり行う。 

やろうと決めたことは責

任を持って最後までやり

遂げようとする。 

自分の良さを知り、自己肯

定感を高める。 

仕事や役割を最後まで

やり通すことができる。 

課題対応能力 知りたいことや興味の

あることを進んで調べ

ることができる。 

いろいろな方法で調べ、

自分の力で解決に向けて

努力する。 

授業で学んだことを学習

や生活に生かす。 

見通しを持って、主体的

に活動することができ

る。 

キャリア 

プランニング能

力 

将来の夢や目標を持っ

ている。 

役割の大切さや活動の楽

しさが分かる。 

働くことの大切さややり

がい、苦労が分かる。 

役割の大切さが分かり、

楽しく活動する。 

 

＜関連する各教科等の内容・指導等：自己の生き方の考えを深める学習へとつなぐ＞ 

学級活動（３）・特別活動 各教科等 道徳教育・道徳科 総合的な学習の時間 

◇現在や将来に希望や目標を

もって生きる意欲や態度の

形成 

◇社会参画意識の醸成や働く

ことの意義の理解 

◇主体的な学習態度の形成と

学校図書館等の活用 

◆児童会活動 

◆学校行事 

◆クラブ活動 

◆キャリア・パスポートの活用 

◇学ぶことと自己の将来や社

会づくりとを関連付けた指

導 

◇学習の見通しをもたせると

ともに、学習したことを振り

返る活動の蓄積 

◇主体的・対話的で深い学びの

視点からの授業改善 

◇自立心や自律性、生命を尊重

する心や他者を思いやる心

（重点） 

◇善悪の判断、自由と責任 

（重点） 

◇希望と勇気、努力と強い意   

 志（重点） 

◇相互理解、寛容 

◇勤労、公共の精神 

◇よりよい学校生活、集団生活

の充実  など 

◇自然体験やボランティア活

動などの社会体験、ものづく

り、生産活動などの体験活

動、観察・実験、見学や調査、

発表や討論などの学習活動 

◇地域の教育資源や地域環境、

人材を積極的に活用した学

習 

◇自分自身に関すること、他者

や社会との関わりに関する

ことの視点を踏まえた資

質・能力の育成 

 

＜家庭・地域等との連携＞ 

 

 

 

＜児童の実態＞ 

・ 学習活動への関心・意欲は高 

いが、基本的な知識や技能の定

着は個人差が大きい。 

・ 活用力を問われる問題など 

に対して、論理的な思考を自分

の言葉でまとめる力が乏しい。 

 

 

＜学校の教育目標＞ 

志高く確かな目標をもち 

自己を磨くしなやかな子ども 

 

 

＜地域の実態＞ 

・ 豊かな自然に恵まれ、地域の 

人材を生かした体験活動の充

実が期待できる教育環境 

 

＜キャリア教育の目標＞ 

他者との豊かな関わりと自己の振り返りを通し

て、自分らしさに気付き、夢や目標に向かって努

力するとともに、学び続けようとする児童の育成 

 

＜保護者・地域の願い＞ 

・ 基礎的・基本的知識・技能を 

身につけた、時代の変化に柔軟

に対応できる力を持った子ども 

＜教師の願い＞ 

・ 時代の変化に主体的に対し、 

自分の夢や希望に向かってい

ける子どもの育成 

家庭での指導と連携 地域の人材の活用 社会教育施設の活用 地域の事業所 他校種との連携 地域の資源の活用 



自分発見シート（小学校卒業にあたって）                      
（     ）小学校     氏 名（         ）  記入日  年  月  日 

○今の自分を見つめて 

 

今の自分（自分の好きなこと・もの、得意なこと・もの、頑張っていることなど） 

 

 

 

 

私の自己ＰＲ（自分のよいところ） 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

○中学校での目標と、そのために取り組みたいこと 

学習面の目標 

 
 

そのために 

生活面の目標 そのために 

 

こんな大人になりたい（将来の夢） そのために、つけたい力 



 

 

先生からのメッセージ 保護者からのメッセージ 

メッセージを読んで感じたこと 

 

中学校の担任からのメッセージ 

 

 

 

 

 

中学校に入学するにあたって（疑問や不安など） 

〇中学生になる自分への応援メッセージ 

 

 

 

 

 

 


