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ごあいさつ  

　はじめまして。カリキュラム工作室店主の桐田と申します。本書は学習指導要領を用いて

学習材や概念に基づくカリキュラムデザインとマネジメントを形にしていくための理論と実

践について探究する「カリキュラム工作室」の教科書として製作されたものです。カリキュ

ラムデザインやそのマネジメント、教科や総合での探究、概念、学習材、学習指導要領など

のトピックに関心を持つ方にも有益な資料となるよう、心がけました。 

　具体的には、学習指導要領に基づきながら多様な現場の状況や特質に応じて、教員がしな

やかにカリキュラムデザインを実践する際に役立つ「視点」と「道具」をひとつひとつ整理・

整頓し、文字通り「道具箱」のように読者の方が活用できるよう、構成の点で工夫を試みて

います。 

　至極当たり前のことで恐縮ですが、道具には「用途」ごとに「出番」があります。例えば

野菜炒めを作る場合、まずは清潔な調理器具を棚などから取り出して、蛇口から水を流して

野菜を洗い、まな板に載せて、包丁で適当なサイズに切ってボウルなどに入れておき、肉も

準備しておいて、フライパンに油を引きコンロに火をつけて炒めるというように。 

　ですので、この本でもカリキュラムをデザインする、特に教育活動・学習活動のまとまり

としての「単元」を作る過程で役立つさまざまな視点を「道具」として切り分け、その出番

ごとに適切な使い方を、具体例と使用法に関するQ&Aにして対話形式でお伝えしていくこ

とにしました。 

　また、この本は講座の教科書という体裁上、まずβ版（最終調整版）として切り出して、

質問やフィードバックなどをいただきながらその都度バージョンを洗練させていくという開

発方針で作っていくことにいたしました。お手数ですが感想だけでも結構ですので、感じた

ことなどがあれば巻末のフィードバックフォームにご連絡いただけますと幸いです。 
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この本の使い方  

視点を切り変えながら読む、現場の状況を見つめながら読む  

　 この教科書は教育学やカリキュラム研究、教育実践についての専門書でも、大学などの

教職課程用の教科書でもなければ、校内研究などの際に参考になる研究書、すでに現場で働

いている専門家に向けた実用書、指導書、手順書でもありません。それらのあいだに位置し

繋ぐという、なんとも書棚に位置付けにくい内容で構成されています。 

　上述のような書籍では、書かれている内容を読むときの前提となる読者とその視点や立ち

位置、目的が常にしっかりと定められているため読みやすいと思います。ですが、本書では

その視点が時に子どもの視点になったり、学習者の視点になったり教育者の視点になった

り、教科的になったり総合的になったり、研究的になったり現場的になったり制度的になっ

たり、またそれぞれの立ち位置で理論的になったり実践的になったり実用的になったりと、

そのつど変わっていきます。 
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　そんなふうにたくさんの視点を切り変えるなど、どのように行えばいいのかと途方に暮れ

る方もいらっしゃるかもしれません。ですが例えば、朝方に今晩はどんなご飯が食べたいか

を考え、日々の食材を買いにいきキッチンで料理をつくるときなどにも、厳密には先述のよ

うな「視点の切り変え」を何気なく行っていると思うのです。 

　私たちが普段調理するとき、どれほどの視点が働いているでしょう（読み進める前に、ぜ

ひ少し手を止めて考えてみてください）。今日食べたい料理のイメージを想像しておきなが

ら、だいたいの栄養バランスとすでに冷蔵庫にある食材の量と消費期限などを考えつつ、自

分の今の体力と気力と経済力と相談して何をどれぐらい購入するか考えていく。世間の物価

変動でお高くなった食材を見て、その煽りを受けている生産者や消費者の姿が脳裏によぎり

ながら買い支えの意味も込めていくらか買い、一日から一週間程度の献立をおおまかに構想

していく。 

　このとき、私たちは栄養バランスという理論的なこと、食材の量と消費期限と自分の調理

スキルとの兼ね合いや心身の状態との適合度という実践的なこと、時短や節約という実用的
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なこと、物価変動という制度的なことを見つめる視点を行き来しながら、可能なかぎり美味

しく栄養のあるものをつくり、健康の維持などを含むQOL（クオリティ・オブ・ライフ／

人生の質感）の向上という、当たり前ながらとても大切な目標を実現しようと試行錯誤して

いると思うのです。 

　健康の維持には食事の栄養バランスが大切であり、この年齢ではこれぐらいのバランスが

理想的であるという知識は栄養学上の理論的な視点であり、先に述べた視点の中では特に抽

象的なものですが、これが今から料理を一緒に食べようとする人々の栄養のバランス状態を

勘案して日々の献立を考える際の実践的な視点、あるいは補助線になってくれています。 

　このように、調理ひとつをとっても栄養学、経済学などさまざまな理論的な視点が日々の

実践のなかにそれと気づかれずに埋め込まれていますし、教育でもひとつの授業のなかには

さまざまな知識や学習、教授、カリキュラムについての理論的な視点がそれと気づかれずに

生かされています。こうした理論的な視点へと自分の視点を意識的に切り変えていくと、目

の前に居る子どもや先生にとってバランスの取れたカリキュラムを構想する際のいわば「引

き出し」が得られるように思うのです。経験則で前に進めない苦難のときこそ、国や地域、

時代を超えて現場で確かめられてきた理論は視点になりうる。そう感じています。 

　さて、本書の構成を大きく分けると、前編が対話編、後編が工作編となっており、前編で

はカリキュラムやそのデザイン、マネジメントを実施する前提になる背景や視点を整理・整

頓し、対話形式でQ&Aを挟んでいく、いわば外堀を埋めていくパートとなっております。

知識や情報を知る前に頭を整理しておきたいという方は、こちらから読み進まれるのをお勧

めします。 

　そして後編では、実際にカリキュラムをデザインしマネジメントするとなったときに重要

になる道具を整理・整頓しつつ、その編成、作成の手順を主に教科・総合の単元レベルの授

業デザインから年間の指導計画レベル、学校カリキュラムのグランドデザインのレベルまで

5



作成できるよう本丸を攻めていくパートとなっています。実用的な情報と知識が欲しいとい

う方は、こちらから読み進まれるのをお勧めします。 

　また、どこから読まれるとしても、同じ内容でも異なる視点を行き来していくことでまた

別の意味合いが生まれてくるものなのだなと感じながら、ゆっくりと読み進まれることをお

勧めします。ざっとひと通り読み終えたられたら、ご自身の関心のある視点を日々のカリ

キュラムをデザインする際の視点として、つまり日々の実践を見つめるときの視点として活

用していただければと思います。 

　いわば群像劇のように、さまざまな登場人物なりの視点に切り替わりつつ物語が展開して

いくなかで、次第次第に人々が直面している苦境と、それを乗り越えようとする人々の心意

気が浮かび上がってくるような内容になっていたらいいなと、願っています。 

　編者は学習者の立場、教育者の立場、教育制度の立場、また各教科などの目標を横断して

つないでいく「視点の切り変え」をカリキュラムデザインの過程で行うことで、それまでの

自分の視点だったらもう壁にぶつかったと感じるような同じ子どもの学びを見ても、可能性

を感じる異なる見方や考え方が生み出され、教育活動・学習活動をより豊かにしてきた実践

事例を日本の公立、私立、オルタナティブ問わず参観してきましたし、伴走してきました。

苦境のときも、上首尾にいっているときも、多様な視点をカリキュラムデザインの道具とし

て活用することが市民権を得ていくことができるよう願っています。 

　本文では主に自身がこれまで参観、伴走させていただいた先生方や、工作室に参加してく

ださった先生方、ゲストの方をベースにした仮名・架空の人物との対話形式で議論を深めて

いきます。疑問に思うところや、もやもやしたところがあった際には、ふと読む手を止めて

ぜひ考える時間をとってみてください。 
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この本で探究している問いと、本書の見取り図  

この本で探究している３つの大きな問い  

　ここでは、本書の全体を通じて探究している問いと、全体の構成の見取り図を大まかに紹

介しておきます。先に述べたように、本書は大きく分けて前半（第１部～第４部）の対話編

と、後半（第５部～第８部）の工作編に分けられていますが、個々断片的な知識の詰め込み

になってしまうと元の木阿弥ですので、前半・後半を通じて探究している主要な３つの大き

な問いを端的に挙げておきます。 

 

　これらの問いを、ひとまずは自分なりに考えてみる時間を５分から１０分ほど設けてみて

ください。もし本書を一緒に読む人がいる場合は、これらの問いについてそれぞれの考えや

意見を持ち寄って対話してみてください。その折には、自分と相手との意見の相違や共通点
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大きな問い２ 【主体への問い】 

カリキュラムをデザインできるのは誰か？

大きな問い１ 【経験への問い】 

カリキュラムとはそもそも何であり、 

どのような種類があり、どのように経験されるのか？

大きな問い３ 【理由への問い】 

カリキュラムをデザインするのはなぜか？

図１-１　本書の探究する３つの大きな問い



がどこにあるのかについて整理できるかどうかも、ぜひ考えてみてください。特に１つ目の

経験への問いは、自分なりの被教育経験も思い出しながら考えてみてください。 

　また、もし可能ならこれらの大きな問いについて同じ立場の人同士だけでなく、子どもた

ちや、同居人、家族、同僚、管理職の方、教育委員会の方、また教育行政の担当者の方など、

違う立場の人同士とで考えてみてください。次第に、なかなかにカリキュラムを捉える視点

は立場ごとに実に多様で複雑だということが自ずと自覚されてくるのではないかと思いま

す。 

　ひとまず考え終わったら、次のページに記載されている本書なりの応えを読んでいただき

ながら、率直な感想と疑問を共有いただければ幸いです。 

　なお、これらの問いは「大きな問い」、つまり解答が具体的・実践的には一意に定まらな

いような一般的な原則についての問いです。そのため、「おおよそこの方向で実践していく

ことができれば、大きな損失を被ることはないだろう」と判断していく戦略レベルでの確か

さで満足せざるをえません。むしろ原則を無理に適用させようとすれば状況や文脈ごとに異

なる教育実践の複雑さを見過ごすことにもなりかねません。 

　その一方で、やはりそもそもの向かうべき方向性が見失われていたり見当違いの方向を向

いている場合、ただでさえ複雑な教育実践のなかに不必要な多忙さや煩雑さを生み出すよう

なカリキュラムをデザインさせることにもつながってしまいます。ですので、カリキュラム

デザインの取るべき方向性を共有すること以上でも以下でもないものとして、これらの大き

な問いを共有しています。 
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編者なりの大きな問いへの応えと、応えを探究し続けていく読み方  

　本書で探究する問いへの編者なりの応えは、右に記載してあります。本書の立場（＝３つ

の大きな問いへの応え）を端的に言えば、「人間はカリキュラムをデザインすることで、生

活を再設計していく」というものです。 

　私たちはいつも過去の誰かによって設計（デザイン）された既存の生活様式のなかで暮ら

していますし、周囲の生活環境のなかにあるもので、生活環境にいる人々と暮らしていると

いえます。一人暮らしの環境、異国の環境、経済的に豊かな環境、貧しい環境、都市、郊外、

山村、離島の環境、病室、福祉施設、学校の環境など、そうした現実の生活環境のなかで当

たり前に受け取られている暮らし方を、私たちはあまり疑わずに過ごしていると思います。 

　そのため、そうした周囲の生活環境のなかにない生活様式、つまり周囲の人々にとっても

親しみのない生き方、暮らし方を知ることすら困難な状況に私たちは埋め込まれているとも

言えるのですが、それでもいつの時代も人々は、自分の感性を活かして既存の生活環境も生

活様式も再設計していきながら、自分らしい生き方を編み出してきました。 

　この、既存の社会生活に埋め込まれている（専門的にいうと、状況づけられている）自分

の生活を（Greene, 1988/2018）、他ならぬ自分が新たに再設計していく主体としての人

間をカリキュラムデザインのベースに置くことで、子どもも大人も含めた一人ひとりの生活

環境と学校生活と地続きに、日々の学習や教育について考えていくことのできる視点が得ら

れるのではないかと、編者は思っております。ぜひこの生活と地続きのカリキュラムデザイ

ンについて、皆さんと一緒に考え合っていきたいと思っています。 

　さて、仮にこの本が穴埋め式の試験のための教科書だとしたら、もうこの応えを暗記して

もらうことしかすることはなくなってしまいますから、講義はここで終わりになってしまう

ところです。しかしこの応えがなぜ正しいと言えるのか納得できますかと問われたら、「い

いや」「よくわからない」とおっしゃる方がほとんどかと思われます。ぜひ、その納得でき

なさ、わからなさを大切にして読んでいただけたら嬉しいです。 
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大きな問い２ 【主体への問い】 

カリキュラムをデザインできるのは誰か？

日々の生活経験を通じて、他者の異なる内面と多様な現実に直面しながら、 

自身にとっての内面と現実を生きている 

主観性（視点と観点）を持つ人間が、カリキュラムをデザインできる

大きな問い１ 【経験への問い】 

カリキュラムとはそもそも何であり、 

どのような特徴があり、どのように経験されるのか？

カリキュラムは社会的・文化的な制度であり、 

学習経験を教育的に組織するために生活環境を整える特徴を持つ道具であり、 

その制度と道具を介して生じる一人ひとりの主観的体験のまとまりとして経験される

大きな問い３ 【理由への問い】 

カリキュラムをデザインするのはなぜか？

すでにデザインされた生活様式に埋め込まれている（状況づけられている） 

一人ひとりの学校生活と日常生活を再設計し、あらゆる人が 

人間として生活できる文化を育むために、人間はカリキュラムをデザインする

図１-２　３つの大きな問いに対する編者なりの応え　



　と言いますのも、これは上述の問いを本書が解答する問いとしてでなく探究する問いとし

て紹介した理由にも関わってくるのですが、本書は人とともに探究し続けるために問いを掲

げるというスタンスに立っています。言い換えると、問いを常にいつでも誰でもが再び問い

返し探究していけるものとして捉えています。 

　ですので、本書を読むにあたって、どうか「ここに書いてあることが正しい答えなんだ」

と頭にインストールするのでもなく、「これは（あの正しい答えと違うから）誤っている」

と壁を作るのでもなく、まるで卓球のラリーをするかのように、本書のなかでなされるさま

ざまな応えに返答をしていく対話のイメージを持っていただければと思っています。 

　もし全知全能の神様が定めたような絶対に正しい答えが存在しているならばその答えを知

りたいところですが、人間がたった一人の、切れば血のでる脆い肉体を持つ主観として生き

ている人間である以上は、権威に脅されたり靡いたりなどして、自分を批判する相手が間

違っているのだと告げて自分に都合の悪い部分は切り捨てたり間違いを隠したり、相手から

指摘されても間違いとして認めなかったりしてしまうような弱さも抱えているはずです。 

　そんな弱さを持っていないと豪語するカリスマ的な強者に人は惹かれやすいですけれど、

そうした強者も久しくおごるべからずと説いてくれている名もなき法師たちの声に耳を澄ま

せるならば、カリキュラムという国際的な一大公共事業でありつつ、子どもたちの人生に

とって学校という小さな社会での過ごし方を左右する社会事業をそうした強者たちの大きな

声に左右されないよう留意する必要があるように思うのです。 

　子どもであれ、大人であれ、その主観的な世界がどんなにか細く頼りなく思えても、自分

の人生を自身の主観において生きている存在です。この前提に立つならば、その人間自身が

自分の生き方を見定めていく主体である以上、そのつど自分なりの生活経験に基づきながら

主観的な手応えや違和感を探究していく過程を大切にしたいと思うのです。 

　そこで編者は、本書の前半・後半通しての読み手の学習目標を、先述の３つの大きな問い

をもとに実践事例と理論を紐づけて批評すること、そして読者が自分なりに大きな問いへの

応えを導き、その応えに基づいたカリキュラムデザインを創造することに設定したいと思っ
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ています。具体的には、⑴大きな問いについての応えを自分なりに提起し、その根拠となる

事例と理論を参照しつつ、事例や理論との関係性が論理的に妥当なものか、教育的に正当な

ものか、よりよい応えの可能性はないかについて批評すること、⑵この批評を通じて大きな

問いへの自分なりのカリキュラム（単元 or グランドデザイン）をデザインすること。皆さ

んのタイミングとペースで、この２つの作業を行なっていただければ御の字です。 

　主に、前半部が３つの問いに対して原則的に成り立つ応えを模索していくいわゆる理論的

な応えであるのに対して、後半部は３つの問いを多様な社会状況の渦巻く現場の文脈に依存

して初めて導き出せる応えを模索していく実践的な応えとなっています。 

　まるで個性豊かな建築物の連なる街を自分たちの手でつくるように、さまざまなカリキュ

ラムデザインのあり方を踏まえながら、いまの子どもたちや大人たちの姿と理想に沿うよう

しなやかにカリキュラムも授業もデザインしていける、そんな感覚を対話編で登場人物たち

のやりとりを読みながら養ったのち、工作編で紹介していくさまざまなカリキュラムデザイ

ンを登場人物たちと実際に試作し、自分の主観を存分に活かして試行錯誤してみるなかで次

第次第に共有できていけたら、幸いです。 
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各部ごとの内容とその見取り図  

　右に、本書の各部の位置付けとその見取り図を作成しておきました。既存の書籍の内容で

分類するなら、教育諸学やカリキュラム研究の学術書、専門書で議論される内容の第１部と

第２部、研究書や手順書で議論される内容の第６部から第８部、あまり深く議論されないけ

れど双方を繋ぐ役割を担う内容が第３部から第５部で議論されていきます。 

　第１部、第２部の特色は、いわゆる教育諸学やカリキュラム研究の専門書などで記述され

る哲学的、思想的、理論的な内容を、店主と大学講師との対話形式で解きほぐしていくとこ

ろにあると言えるかもしれません。章ごとに会話の内容を要約して理解するためのまとめと

実践的なワークも掲載しているので、よければ取り組んでみてください。 

　大学の講義ですと、何らかの時代や学者さんの名前、主義の名称と紐付けて紹介されてい

く内容ですが、ここでは店主が講師にお話を伺うかたちで質問を投げかけたり、日々の生活

経験や実践現場での具体的な事例と紐付けたりしながら紹介していくことを試みています。

特に第１部での会話の内容は「視点の切り変え」という本書の軸となる考え方について生活

経験をもとに話していくものとなっていますので、可能な限りぜひお読みください。 

　第３部、第４部、第５部ではカリキュラムをデザインするそもそもの理由とその目的、カ

リキュラムの種類、デザインの道具とその使用手順について、現職の先生を登場人物に店主

と対話しながら考えていきます。第５部からより具体的に、日々の子どもたちの姿をどんな

視点から見つめるかによって子どもたちの学びのプロセスが変わって見えてくる経験を共有

しながら、自分たちで実際にどんなカリキュラムをデザインしてみたいかを考え合い、先生

たちと試作となるカリキュラムをデザインしてみる内容に移っていきます。 

　第６部から第８部では、デザインするカリキュラムの時間の幅と広がりの違い、その運用

（マネジメント）の仕方に応じて、どのような道具を用いて設計・再設計を行なっていけば

良いかを手順としてまとめながら、登場人物である現職の先生たちと対話しながら試作して

いきます。ぜひ、ご自身でも作ってみたいデザインや実施したいマネジメントの素案を持ち

寄り、構想を練りながらお読みいただけると嬉しいです。 
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14

日常生活

学校生活

カリキュラム

日々を生き、生活をデザインしていく主観的な人間 

（第１部・第２部）

カリキュラム・マネジメント 

（第８部）

教科横断的デザイン・グランドデザイン 

（第７部）

授業デザイン・単元デザイン 

（第６部）

カリキュラムの解釈と分析、評価と再設計 

（第８部）

カリキュラムをデザインする理由と目的、 

その用途に適う７つの道具、その使用手順の整理 

（第３部・第４部・第５部）

再設計状況づけ

図１-３　本書の各部の位置付けと見取り図



　以下、各部の紹介をしていきます。 

　第１部では、カリキュラムデザインの議論からすれば当たり前にすぎる議論で恐縮ですけ

れど、カリキュラムをデザインする主体である人間と、その人間の生み出す知識の性質（主

観性）について考えます。どの教科の知識も評価の観点ももちろん客観的に定められたもの

ではありますが、それを現実の学校で具体化したり生み出したりする経験を味わうのは私た

ち一人ひとりの多様な主観にほかなりません。そうした主観の多様性を形作るものとして、

本部では日常生活と学校生活を含む「生活経験」に着目していきます。日々さまざまなこと

を経験する子どもと大人がその人生をかけて培ってきた主観性を信頼し、その主観的な知識

を互いに共有していくところから、授業もカリキュラムも、学級経営も学校運営も始まると

言って良いかもしれない、というお話です。 

15

第１部 

カリキュラムをデザインする前に、 

日常生活と地続きの学校生活を生きている人間の視点に立つ

第１章 

日常生活のなかで、視点と観点は

どう働いている？

第３章 

日常生活で得た視点と観点は、 

教科・総合の学びにどう働いている？

第４章 

学校生活をデザインする上で 

視点と観点はどう働いている？

第２章 

カリキュラムをデザインするにあたって、 

視点から考える理由は？



　第２部は、カリキュラムをデザインする主体である人間の視点と、デザインされる対象と

してのカリキュラムの種類について議論していきます。カリキュラムというと上から降ろさ

れたり与えられたりするものというイメージがまだ根強いかと思いますが、子どもたちや地

域の人々と共にカリキュラムを生み出すこともまたカリキュラムデザインの範疇です。特に

第７章では、すでにそのカリキュラム上の用途も手順もデザインされた素材である教材とは

異なり、子どもたちと先生たちの知的好奇心とともにカリキュラムをデザインしていく素材

となる学習材という言葉を通じて、単元と授業をその都度どのようにデザインしていくかに

ついて見ていきます。なお、１部と２部はデザインの主体と対象の性質について議論する、

対のような構成になっています。陶芸でも家具でもそうですが、使う側の人間の気質と素材

の性質、双方の理解が深まって初めて「デザインする」という行動が正確に実践できます。 
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第２部　 

カリキュラムをデザインする前に、 

カリキュラムそのものを理解する視点を持つ

第５章 

カリキュラムとそのデザインには

どのような種類がある？

第６章 

カリキュラムを見る視点と観点には

どのような種類がある？

第８章 

生活者としての子どもと大人の視点

から、カリキュラムを見通す利点

第７章 

学習材への視点を持ちながら、 

カリキュラムを見通す利点



　第３部では、カリキュラムデザインというまだ多くの学校現場では馴染みのない言葉を、

普段使いの道具、日常的な教育実践の一環に位置づけるメリットやデメリットについて整理

していきます。端的に言えば、メリットは現場の常に変動し続ける状況に応じてひと・も

の・時間の関係性を設計できることにあり、デメリットはカリキュラムデザインの目的と範

囲を関係者の皆さんと共有しないまま時間や場所の使い方を変えてしまう場合、反動が起き

やすいというところにあります。現状を完璧に見通している人間は存在しないことを考えれ

ば、多様な観点から現場を観察しデザインする理由と範囲について対話し、デザインする理

由を定めた上で子どもたちが過ごしやすくなる学校生活のための授業デザインとカリキュラ

ムデザインを実用化していくのが吉、と言えると思います。 
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第３部 

カリキュラムをデザインする目的を踏まえ、 

デザインのメリット／デメリットを予測しておく視点を持つ

第11章 

子どもの立場から見て、 

カリキュラムをデザインする利点は？

第9章 

カリキュラムデザインを、 

現場で実用化する利点は？

第10章 

カリキュラムデザインを、 

実用化してほしい制度的な利点は？

第12章 

カリキュラムデザインと 

授業デザインをつなぐ利点は？



　第４部では、カリキュラムのさまざまな種類とは別に、そのカリキュラムをデザインする

道具にもさまざまな種類があるということについて共有したいと思います。椅子のデザイン

にも三脚、四脚に限らぬ多様な種類がありますが、その椅子をデザインする道具にも例えば

ラフスケッチをするための鉛筆とスケッチブックがあり、木材を切断するための鋸、木肌を

整えるための鉋、彫りを入れるための彫刻刀があります。同様に、カリキュラムにもそのデ

ザインを実践するための道具がありますので、これらについて紹介することを目標にしてい

ます。具体的な使い方は第５部以降で、カリキュラムの種類（単元構成、指導計画、グラン

ドデザイン）に応じて使い分けられるように共有していきますので、ここではホームセン

ターなどで大工道具の実演販売を聞くように読み進まれることをお勧めします。 
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第４部　 

カリキュラムをデザインする道具を知り、 

どんな手順で行うのが効果的か検証していく視点を持つ

第13章 

カリキュラムデザインの道具 

にはどのような種類がある？

第14章 

カリキュラムデザインの手順には 

どのような種類がある？

第16章 

授業での視角／死角に気づく道具を 

用いる利点は？

第15章 

授業から単元へ視野を拡げる道具

を用いる利点は？



　第５部では、本書で使っていくカリキュラムデザインの主要な７つ道具を、その道具が作

られてきた背景とその使い方について紹介していきます。ただ、これらの道具を存分に使う

ためには、日々の経験を通じて納得して、腑に落ちる時間をかけていく必要がある内容でも

ありますので、現場での経験を踏まえ折に触れ読み返していただくのが良いかと思われま

す。 
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第５部 

カリキュラムをデザインする用途別の視点とその使い方についての視点を持つ

第17章 

教育目的を 

デザインする視点： 

 

環境と関わり 

環境の変化を受け取る

資質能力 

（コンピテンシー）

第20章 

教科別・領域別・単元別の学習目標をデザインする視点：

概念（コンセプト）

第21章 

教科別・領域別・単元別の達成目標をデザインする視点：

内容（コンテンツ）

第19章 

教科横断・領域横断の学習目標をデザインする視点： 

観点（パースペクティブ/アプローチ）

第18章 

学校文化・学級文化をデザインする視点： 

社会的な関係性、認知的な信念、時間の知覚



　第６部では、日々の絶えざる授業デザインとその日常を支える単元のデザインについて、

紹介していきます。道具の使い方とその手順については、実際の事例を参照しながら紹介し

ていますが、ここで紹介した手順を読者の方が自分なりにアレンジができるよう、使い方に

バラエティを持たせることを心がけています。もし何らかの型にはまりそうになったとき

は、再び前半部に戻りながら考えをほぐしてみてください。 
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第６部 

授業・単元をデザインする用途別の道具とその使い方についての視点を持つ

第22章 

授業・単元ごとの 

目当て、見通しを 

デザインする道具： 

 

環境構成 

足場かけ 

 

データ収集 

傾聴・対話 

 

フィールドワーク 

学習材の醸成

第25章 

単元の視野を拡げる概念をデザインする道具： 

ウェビング、ツリー化、一般化・例示化

第26章 

単元内での内容ごとの達成度をデザインする道具： 

方略の単位化、パズル化、カンファランス化

第24章 

単元に橋をかける観点をデザインする道具： 

横断的な問い、実演化、単元配列表

第23章 

授業・単元に応じて学校文化・学級文化をデザインする道具： 

展示化（常設・仮設）、作品集化



　第７部では、新たに学校をつくる、あるいは学校カリキュラムを再設計するにあたって改

めて学校教育目標とその教育課程を含めたグランドデザインを再設計する場合に、用いるこ

とのできる道具とその使い方、手順について紹介しています。新設であれグランドデザイン

の再設計であれ、実際にその学校に関わる一人ひとりの教育上の価値観や信念、慣習がその

学校の風土になります。 
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第７部 

学校のグランドデザインを作る用途別の道具とその使い方についての視点を持つ

第27章 

学校教育目標を 

デザインする道具： 

 

価値と理念の地図化 

教科ごとに育成する 

資質能力の地図化

第30章 

教育活動の視野を拡げる概念をデザインする道具： 

教科ごとの中核概念の地図化　

第31章 

内容に応じて学習活動をデザインする道具： 

方略の結節化

第29章 

教育活動の軸となる観点をデザインする道具： 

資質能力の要素分解

第28章 

学校文化・学級文化のグランドデザインを構想する道具： 

子ども、保護者、地域関係者との協働ワークショップ



　第８部では、デザインされたカリキュラムの実施状況を質的に解釈し、量的に分析してい

く道具、そしてそれらの解釈や分析を元手にして初めて実施できるカリキュラム評価の道具

と、その評価を元手にして初めて実施できる管理運営（マネジメント）へ着手するための道

具について、紹介していきます。およそ多くの人がこの道具を使ったことがない状況かと思

いますので、疑似的にワークショップや相談会に参加したつもりでお読みください。 
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第８部 

カリキュラムを日々マネジメントする用途別の道具とその使い方についての視点を持つ

第32章 

教育目標、学習目標、

達成目標の評価を 

デザインする道具： 

データ収集 

カンファランス 

ルーブリック表 

 

学習者と教授者の 

協働ワークショップ

第35章 

概念に応じて教育活動の評価をデザインする道具： 

形成的評価のワークショップ

第36章 

内容に応じて学習活動の達成度評価をデザインする道具： 

診断的評価・達成度評価のワークショップ

第34章 

観点に応じて教育活動の評価をデザインする道具： 

総括的評価のワークショップ

第33章 

学校文化・学級文化への評価をマネジメントする道具： 

車座での相談会、斜めに座りあった個別相談



対話篇  

第１部  

カリキュラムをデザインする前に、  

日常生活と地続きの学校生活を生きている  

人間の視点に立つ  

　対話編第１部では、カリキュラムデザインについて考える前に、学校教育を日常生活と地

続きの学校生活として理解する視点を持つこと、そうした学校で生きている一人ひとりの人

間の主観的な視点に立つことがなぜ大切なのかについて考え合っていきたいと思います。 

　客観的に学校生活を見つめると、その建物などのなかで実施されている授業、言葉かけや

活動、テストやその成績、実績などが目に入ってきます。一方、学校生活を主観的に見つめ

ると、何百人、何千人といる人間たちの織りなす、一人称視点の複雑な複合体として見えて

きます。 

　第１部では、主観的なカリキュラムとはこの複雑な複合体のなかで、目の前にあるものや

周りにいる人々と一緒に過ごす時間とその目的をデザインするための道具であり、時間の見

通しや活動の目当て、目的を形作るものであるという点を共有していきます。 

　この第１部を通じてこの主観的な視点の織りなす、独特な世界がカリキュラムデザインの

舞台であり、総合探究・教科探究の舞台であり、子どもと社会がつながっていく舞台でもあ

るということについて、考えあう時間を設けられたら、幸いです。　 

﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅ ﹅
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【コラム　第１章への導入】　生き方を創り、創り変えていく経験としてのカリキュラム 

　皆さんが学生だったとき、学校があった日の一日はどのように始まり終わっていたでしょ

うか。目覚ましで起きて、朝食を食べ、遅刻しないよう大体決まった時間に家を出る。教室

でクラスメイトたちと挨拶を交わして、先生がやってきて授業が始まる。放課後は部活が

あったり、そのまま自宅に帰ったり。ここで考えてもらいたいのは、学校に着く前、学校か

ら帰ったあと、それを「日常」と呼ぶならば、「学校での時間」とこの「日常」は果たして

はっきりと線で引かれるように分けられた経験なのだろうか、ということです。 

　学校で実施されるカリキュラムを実際に経験する一人ひとりの人間の立場に立つと(cf. 

Greene, 1971)、カリキュラムとは目の前にあるものや周りにいる人々と一緒に過ごす時間

のなかで味わう具体的な経験であり、そうした学校でのさまざまな経験──クラスメイトや

先生との関わり、自分で読んだ本や資料との関わり、地域に暮らす人々や他の地域に暮らす

人々との関わり──を通じて、自分がこれまで生活してきて感じてきたこと、考えてきたこ

とを違う視点から解釈しなおし、自分なりの人生の過ごし方、生き方を創り出していくとい

う経験そのものであるといえます。

　こうした主観的なカリキュラムのあり方を踏まえて、日々の過ごし方を決める時間と目的

のデザインが、日常生活でも学校生活でもこの主観的な視点を通じて行われているというこ

とについて考え合える時間にできたらと思っています。 

2 4



第１章　  

私たちは日々のなかで、  

視点と観点をどう働かせている？  

登場人物 

店主　　　　　カリキュラム工作室店主。 

新見さん　　　中部国立大講師。専門は教育思想とカリキュラム研究。 

　こんにちは、カリキュラム工作室です。対話編の第１部では、本講座の軸

となる人間一人ひとりの主観的な「視点」について触れていきたいと思います。対談のゲス

トは、このカリキュラムを実際に経験する人間の立場からカリキュラムについて探究されて

いる大学講師の新見さんです。早速で申し訳ないのですが、自己紹介をお願いできますか？ 

　承知しました。ご紹介に預かりました、新見です。普段は現象学という日

常的に暮らしているときに味わう生活経験のあり方に着目した哲学と（フッサール, 1954/

1995；Held, 2003；Luft, 2011）、それらを教育学に活かしてきた米国や独国などの教育

現象学者たちの研究をしつつ（cf. 田浦, 1975；Brinkmann & Friesen, 2018）、地域の個

性的な先生たちのご実践に学びながら一緒に学校基礎を置いたカリキュラムづくりに参画し

ております。大ベテランな先生方もいらっしゃる中で大変恐縮ではございますが、店主との

対話にお付き合いいただければ幸いです。 

　さて、まずは私たちの日常生活から、「視点」というものについて考えていきたいと思い

ます。例えば計量カップや体重計で測る質量の単位、キッチンにあるガスコンロの供給と上

下水道の仕組み、自分がいま住んでいる家の構造と材質、テーブルの上で育てている観葉植

物の生育条件などを思い起こしてみてみると、この普段使いの道具に囲まれている日常的な

生活は、実のところ専門的な技術から系統的な理論までを含むさまざまな知識が息づくこと

で成立しています。 
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店主

新見さん



　こうした生活経験のなかに息づく知識の深みを、私たちは視点と観点をおどろくほど縦横

無尽に行き来させて日々拡げているんだということを、身近な事例をもとに共有していきた

いと思います。 
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