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主体的・対話的で深い学び
GIGAスクール構想

⽂化資源のデジタルコンテンツ化

1. 学校教育における学びの変化とデジタルコンテンツ利⽤の拡⼤

平成29・30年度の学習指導要領改訂
において、児童・⽣徒の〈⽣きる⼒〉
を育むことを⽬指した教育内容を重視
している。
1⼈1台端末と⾼速⼤容量の通信環境

整備の実現を推進している。

ジャパンサーチの正式運⽤によって、
分散化していたデータベース群が集約
されつつある。
COVID-19の影響を受け、博物館・美

術館が、学習コンテンツやオンライン
ギャラリートーク動画などを次々と提
供している。

おうちミュージアム｜北海道博物館

タブレットを⼿にする1年⽣｜⾼森町⽴⾼森北⼩学校



学校教育と⽂化資源デジタルコンテンツを
むすびつけたい

1. 学校教育における学びの変化とデジタルコンテンツ利⽤の拡⼤

l 児童・⽣徒が⾃分の⼒で⽂化資源デジタルコンテンツを⾒つけ出すのは、
まだまだ難しい。

l 教員が授業内容にあわせて、⽂化資源デジタルコンテンツを準備するには
多くの時間を要する。

l 司書教諭や学校図書館司書がサポートしようと思っても、博物館・美術館
が提供しているコンテンツへの馴染みがない。

l 博物館・美術館が実施している教育プログラムにおいて、学校教育と接続
している事例の公開が少ない。

l 地域博物館・美術館と学校の繋がりはあるが、⼤学との繋がりはまだまだ
弱い。⼤学等の研究機関で公開されているコンテンツの利⽤可能性。

l 教科書に掲載されている学習内容や、⽂学作品・⽂化財・芸術作品・動植
物・⾃然科学資料などを知る機会がない。



1. 学校教育における学びの変化とデジタルコンテンツ利⽤の拡⼤
⽂化資源デジタルコンテンツ

（学習資源）

学習指導要領
編修趣意書
教科書

学校図書館

児童・⽣徒

教師

学校教育における学び

ジャパンサーチ、ColBase、
理科ねっとわーくなどの各種
データベース群や図書館蔵書
など



1. 学校教育における学びの変化とデジタルコンテンツ利⽤の拡⼤
⽂化資源デジタルコンテンツ

（学習資源）

学習指導要領
編修趣意書
教科書

学校図書館

児童・⽣徒

教師

学校教育における学び

ジャパンサーチ、ColBase、
理科ねっとわーくなどの各種
データベース群や図書館蔵書
など

⽬的：
散在する学習資源群の学校教育への活⽤促進

⼿法：
学習指導要領／学習内容と学習資源群を接続
するモデルの構築

本発表内容：
教科書編修趣意書を介した学習内容と学習資
源群（デジタルコンテンツ）の接続試⾏



2. 教科書編修趣意書を介した学習内容整理

教科書編修趣意書
教科書編修趣意書は、教科書の編修上特に意を⽤いた点や

特⾊などを教育基本法や学習指導要領等に照らして分かりや
すく説明することによって、編修の趣旨や基本⽅針などを⽰
したものです。
本資料は、教科書発⾏者が作成した検定関係資料でもある

ことから広く国⺠や学校教育の関係者などに対して教科書の
内容についての理解を促進すると共に、採択関係者における
⼗分な調査研究の推進、また、教科書発⾏者への公正な宣伝
の機会を提供する⽬的で、広く⼀般に公開しています。

⽂部科学省ウェブサイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/tenji/1364484.htm



2. 教科書編修趣意書を介した学習内容整理

教科編修趣意書⼩学校国語（平成30年度検定）国語東京書籍 1年国語



2. 教科書編修趣意書を介した学習内容整理

教科編修趣意書中学校美術（令和元年度検定）美術光村図書出版 1年美術



2. 教科書編修趣意書を介した学習内容整理
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児童・⽣徒
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データベース群や図書館蔵書
など



2. 教科書編修趣意書を介した学習内容整理

教科書編修趣意書「対照表」の整理
教科書編修趣意書には、記載⽅式は異なるけれども、学習

指導要領の学習内容と、教科書⽬次／内容の「対照表」が掲
載されている。
発表者らは、これら各教科書の対照表をひとつにまとめた

もの（「単元マトリクス」と呼んでいる）の作成に着⼿。



2. 教科書編修趣意書を介した学習内容整理

教科書編修趣意書「対照表」の整理
（単元マトリクスの作成）
例）平成30年度検定⼩学校6年 社会科

出版社：東京書籍、教育出版、⽇本⽂教出版
東京書籍「新しい社会6 政治・国際編, 新しい社会6 歴史編」

1 わたしたちの⽣活と政治
1 わたしたちのくらしと⽇本国憲法
2 国の政治のしくみと選挙
3 ⼦育ての⽀援の願いを実現する政治
3 震災復興の願いを実現する政治

2 ⽇本の歴史
1 縄⽂のむらから古墳のくにへ 学習コンテンツ(2)ア(ア), (2)イ(ア)
2 天皇中⼼の国づくり 学習コンテンツ(2)ア(イ), (2)イ(ア)
3 貴族のくらし 学習コンテンツ(2)ア(ウ), (2)イ(ア)
4 武⼠の世の中へ 学習コンテンツ(2)ア(エ), (2)イ(ア)
5 今に伝わる室町⽂化 学習コンテンツ(2)ア(オ), (2)イ(ア)
6 戦国の世から天下統⼀へ 学習コンテンツ(2)ア(カ), (2)イ(ア)
7 江⼾幕府と政治の安定 学習コンテンツ(2)ア(キ), (2)イ(ア)
8 町⼈の⽂化と新しい学問 学習コンテンツ(2)ア(ク), (2)イ(ア)
9 明治の国づくりを進めた⼈々
10 世界に歩み出した⽇本
11 ⻑く続いた戦争と⼈々のくらし
12 新しい⽇本，平和な⽇本へ

3 世界の中の⽇本
1 ⽇本とつながりの深い国々
2 世界の未来と⽇本の役割

⽇本⽂教出版「⼩学社会 6年」

1 わが国の政治のはたらき
⼤単元導⼊

1 憲法と政治のしくみ
2 わたしたちの願いと政治のはたらき

選択 ⾃然災害からの復旧や復興の取り組み
選択 経験をむだにしないまちづくり

2 ⽇本のあゆみ
⼤単元の導⼊

1 ⼤昔のくらしとくにの統⼀ 学習コンテンツ(2)ア(ア)
2 天皇を中⼼とした政治 学習コンテンツ(2)ア(イ)
3 貴族が⽣み出した新しい⽂化 学習コンテンツ(2)ア(ウ)
4 武⼠による政治のはじまり 学習コンテンツ(2)ア(エ)
5 今に伝わる室町の⽂化と⼈々のくらし 学習コンテンツ(2)ア(オ)
6 戦国の世の統⼀ 学習コンテンツ(2)ア(カ)
7 武⼠による政治の安定 学習コンテンツ(2)ア(キ)
8 江⼾の社会と⽂化・学問 学習コンテンツ(2)ア(ク)
9 明治の新しい国づくり
10 国⼒の充実をめざす⽇本と国際社会
11 アジア・太平洋に広がる戦争
12 新しい⽇本へのあゆみ

3 世界のなかの⽇本とわたしたち
⼤単元導⼊

1 つながりの深い国々のくらし
2 国際連合と⽇本の役割
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2. 教科書編修趣意書を介した学習内容整理

教科書編修趣意書「対照表」をひとつにまと
められることが確認された。

学習指導要領の学習内容と、教科書の⽬次／
内容を⾏き来できるようになった。



3. 学習内容とデジタルコンテンツ（学習資源群）の接続
⽂化資源デジタルコンテンツ

（学習資源）

学習指導要領
編修趣意書
教科書

学校図書館

児童・⽣徒

教師

学校教育における学び

ジャパンサーチ、ColBase、
理科ねっとわーくなどの各種
データベース群や図書館蔵書
など



3. 学習内容とデジタルコンテンツ（学習資源群）の接続

ジャパンサーチ
教育・商⽤利⽤可 852,597件

ColBase
画像あり作品 18,639件

NHK for School
ばんぐみ 10,977件

理科ねっとわーく
実験・観察動画など 37,496件



3. 学習内容とデジタルコンテンツ（学習資源群）の接続

Tarashima Satoshi
「遠隔学習に！⾃由に使えるColBaseのリソース」
https://note.com/nijo_gawara/m/m28c23aa1c639

2020年4⽉に20記事を公開
時代別、テーマ別で国⽴博物館所蔵品を紹介



3. 学習内容とデジタルコンテンツ（学習資源群）の接続

Tarashima Satoshi
「遠隔学習に！⾃由に使えるColBaseのリソース」
https://note.com/nijo_gawara/m/m28c23aa1c639

「旧⽯器・縄⽂ 時代」「弥⽣時代」「古墳時代」
「古墳時代の⾺具」 の 4 記事を関連づけることできる。

⼩6 社会 (2)ア(ア)
狩猟・採集や農耕の⽣活，古墳，⼤和朝廷

(⼤和政権)による統⼀の様⼦を⼿掛かりに，む
らからくにへと変化したことを理解すること。
その際，神話・伝承を⼿掛かりに，国の形成に
関する考え⽅などに関⼼をもつこと。
(⼩学校学習指導要領（平成29年告⽰）⼩学校
６年⽣ 社会)
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3. 学習内容とデジタルコンテンツ（学習資源群）の接続
学習指導要領

教科書 学習コンテンツ

3つの参照関係が定まれば、
様々な活⽤の展開へ

⼩学校6年社会に関する参照関係表⽰例



4. まとめ これからの取り組み
⽂化資源デジタルコンテンツ

（学習資源）

学習指導要領
編修趣意書
教科書
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児童・⽣徒

教師

学校教育における学び

ジャパンサーチ、ColBase、
理科ねっとわーくなどの各種
データベース群や図書館蔵書
など



4. まとめ これからの取り組み

• 編修趣意書の対照表を介して、学習指導要
領の学習内容と複数教科書の内容をひとつ
にまとめられることを確かめた。

• ⽂化資源デジタルコンテンツ（学習資源
群）に、学習指導要領の学習内容を付与す
ることで、各種教科書内容と接続できるこ
とが判明した。

• これらの接続は、学校教育への学びに、⽂
化資源デジタルコンテンツを取り込むきっ
かけになる可能性を得られた。



4. まとめ これからの取り組み

・学習指導要領コードの利⽤
GIGAスクール構想推進の中で、教育データを効果的に

活⽤するとこを⽬的に標準化施策が進められている。その
うちのひとつとして、学習指導要領の学習内容ごとにコー
ドが割り当てられた。令和2年10⽉16⽇に最初の割り当て
が公表され、順次公開が進んでいる。
このコードを単元マトリクスに追加予定。デジタルコン

テンツへの付与が簡便になる。



⽂部科学省 教育データ標準
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/data_00001.htm#section1



⽂部科学省 教育データ標準
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/data_00001.htm#section1



4. まとめ これからの取り組み

・学習内容の構造データ化
教科によって、学習指導要領における学習内容の構成が
異なる。柔軟な構成に対応できるかたちでの構造データ化
を検討している。
→順次、オープンデータとして公開予定

・学習指導要領コード付与ツールの開発
⽂化資源デジタルコンテンツに、学習指導要領コードを

付与できるツールの開発を計画中。
児童・⽣徒・学⽣、教員、コンテンツ提供機関らが学習

内容との関連性を判断して、コードを付与できるように。
並⾏して、共有できるような仕組みの検討も。



4. まとめ これからの取り組み
⽂化資源デジタルコンテンツ

（学習資源）

学習指導要領
編修趣意書
教科書

学校図書館

児童・⽣徒

教師

学校教育における学び

ジャパンサーチ、ColBase、
理科ねっとわーくなどの各種
データベース群や図書館蔵書
など

科研費とは縁がなかったけど、EduData+ として活動中！！


