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単元等のまとまりを見通した学びの実現 

〇「主体的・対話的で深い学び」は、１単位時間の授業の中  
 で全てが実現されるものではなく、単元や題材のまとまりの 
 中で、 
   ・主体的に学習を見通し振り返る場面 
   ・グループなどで対話する場面 
   ・子どもが考える場面と教員が教える場面 
  をどこに設定し、どのように組み立てるか、といった視点で 
  実現されていくことが求められています。 
〇単元のめあてを子どもと共有し、言語活動の目的を明確に 
 することで、子どもが単元を通じて課題意識をもち続け、学 
 びに向かう力を高められるようにすることをねらいます。 



単元（題材）のまとまりを見通した学びの実現に向けて   

単元の
ねらい 

○ねらいは、教師の授業構想を端的に示した（指導計画、学習指導案に）ものです。 
○Ａ：学習内容（～を、～について）、 
 Ｂ：学習活動（〇〇を通して、〇〇でまとめて、〇〇と比べて、 
 Ｃ：育成する資質・能力（～できるようにする、～に気付かせる、～を高める）。 
 ＊Ａ、Ｂ、Ｃの三つの要素を入れます。 
○評価規準は「ねらい」との整合性をもたせて、児童生徒の学習状況を具体的に設定し  
 ます。 

単元の
めあて 

○「ねらい」を児童生徒の立場で示した（実際の授業で）ものです。 
○具体的には、付けたい力を身に付けさせるための、目指す「活動のゴールの姿」や  
 「ゴールとそれまでの道筋」を示します。 
○具体的な評価規準が設定できていないと、「めあて」が曖昧なものになります。 
○学習の見通しをもたせ、意欲を高めるものになるように工夫しましょう。 

指導に 

当たっ
て 

○子どもが、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成  
 したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに 
 向かう学習の過程を重視します。 
○子どもが学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を、単元の冒 
 頭・終末だけでなく、計画的に取り入れるように工夫します。 
〇主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重要性などを実感しながら 
 理解することができるよう、各教科等の特質に応じた体験活動を重視します。 
〇子どもが自ら学習課題や学習活動を選択する機会を設けるなど、子どもの興味・関 
 心を生かした自主的、自発的な学習が促されるよう工夫します。 

単元の
振り返
り 

○学びの成果を実感させ、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげられるよう 
 視点を設けましょう。その際、キーワードや学習用語を用いる等の条件を設定して 
 学びを振り返らせるなどの工夫をしましょう。 



新大分スタンダード 

＊知識の関連付け、問いの発見・解決、自己の考えの形成、思いや考えに基づく創造 
＊様々な人との対話・協働による自分の考えの深化・拡充   

「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力を育成するワンランク上の授業 

１  １時間完結型 

*学習の見通しをもたせ、意欲を高める「めあて」 
*学びの成果を実感し、学んだことや意欲・問題意識等を次につなげる「振り返り」 
*追究すべき事柄を明確にする「課題」、追究した結果を明確にする「まとめ」 

2  板書の構造化 

*思考を整理したり促したりする板書、思考の過程を振り返ることができる板書 

３ 習熟の程度に応じた指導 

*「具体的な評価規準」に基づく確かな見取り 
*「努力を要する状況」の児童生徒に対する手立ての工夫 

４ 生徒指導の３機能を意識した問題解決的な展開 

 各教科等の見方・考え方を働かせて展開する「課題設定⇒情報収集⇒整理分析⇒まとめ・発信・交流
⇒ 振り返り・評価」等の学習過程の中で行われる 

「主体的な学び」を促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」 

 主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）を創造する学習展開 

新大分スタンダードで 
主体的・対話的で深い学びを実現！ 

安心して学べる「学びに向かう学習集団」 

H29.5.1版 



《学習の見通しをもつ》 
１【めあて】新聞作りをするための単元の計画を作ろう。 
 【課題】新聞に載せる記事はどのようなものがよいか。 

《好きな本について読書新聞を作る》         
１ 【めあて】選んだ物語の新聞の割り付けを考えよう。 
２ 【めあて】新聞で紹介したいことを確かめながら読み、記事 
   を書こう。 
３ 【課題】同じ作品を読んだ人と自分との感じ方の違いはどの   
    ような点にあるだろうか。 

自
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《「『ごんぎつね』新聞」を作る》 
１ 【めあて】作品を読み、好きなところなどを紹介し合おう。
2/3【めあて】新聞で紹介したいことを確かめながら読み、記   
   事を書こう（あらすじ、物語の世界、自分のお薦めの場   
     面、登場人物の性格や気持ちの変化、心に残ったこと）。 
４ 【課題】ごんの気持ちの変化を理解するには、どのような      
   点に着目すればよいだろうか。 

小学校国語科単元計画例【第４学年：読むこと】 

【単元のめあて】お気に入りの新美南吉作品を「○○新聞」にまとめよう 

３次 

２次 

１次 

【単元の振り返り】（記述例）作品の魅力を紹介するのには印象的な場面を見つけたり、引用したりす
ることが重要であることが分かった。また、登場人物の気持ちは言動から分かった。また、同じ作品で
も人によって感じ方が違うので、これからも人の感想を参考にしていきたいと思った。 

まとめ 
振り返り 

まとめ 
振り返り 

まとめ 
振り返り 

並
行
読
書 

新
聞
づ
く
り
を
通
し
、
文
学
作
品
の
読
み
の
視
点
が
明
確
に
な
る 

【単元のねらい】登場人物の人物像や気持ちの変化、描写の特徴等について、それら   
  を新聞記事にまとめることを通して、叙述を基に想像を広げて読む力を高める 



《本時の概要》書いた礼状の下書きを互いに読み合い、「感謝の気 
 持ちが伝わる構成」を踏まえて、より良いものにするためのアド 
 バイスをさせることで、よりよい構成の定着を図る。 
【めあて】礼状の下書きを読み合い、「感謝の気持ちが伝わる手紙 
 の構成の工夫」を踏まえたアドバイスをしよう。 
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《本時の概要》前時で明らかにした「感謝の気持ちが伝わる構成」を 
 踏まえて構成メモを作成することで、事柄を明確にして文章の構成 
 を工夫する力を高める。 
【めあて】前時で見つけた「感謝の気持ちが伝わる手紙の構成の工 
 夫」を生かし、構成メモを作成しよう。 

中学校国語科単元計画例【第２学年：書くこと】 

【単元のめあて】構成を工夫して、感謝の気持ちが伝わる職場体験のお礼の手紙を書こう 

１時 

【単元の振り返り】（記述例）相手に対する感謝を表す文章を書くためには、印象に残る出来事や思い   
を具体的に書くことが重要であるが、併せて目上の人に対する感謝の念を表現するのに、手紙の形式
を適切に使うことが大切であることが実感できた。 

まとめ 
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まとめ 
振り返り 

社
会
生
活
に
必
要
な
文
章
と
い
う
視
点
で
手
紙
の
構
成
を
学
ぶ 

【単元のねらい】職場体験のお礼状の構成を、感謝の念が伝わるように複数の手   
 紙の構成を比べて考えることで、文章の構成を工夫する力を高める 

《本時の概要》感謝の気持ちが伝わる構成の工夫を複数の手紙の相 
 違点や共通点を整理することを通して明らかにさせる。 
【課題】感謝の気持ちを伝えるには、どのような構成が有効か。 

２時 

３時 



【課題】４月の地震で、
どのような困ったことが
あっただろうか。 

【課題】消防署と消防団
の違いは何かな？ 

【単元のまとめ】○○地域は、消防署から遠いので、地域の人々が消防団員として活動したり、お互いに協力 したり
して、災害から自分たちの力で地域を守っている。 

【課題】早くもとの生活が
できるようになったのは
なぜだろうか？ 

【課題】消防団の人たち
は、ほかの仕事がある
にもかかわらずどうして
消防団員を続けている
のだろうか。 

小学校社会科単元計画【第４学年：安全なくらしとまちづくり】 

１
時 

【単元の振り返り】学習を振り返り、自分たちにできることを考え、新聞にまとめる。 

【まとめ】水道や電気、交通などのライフラ
インに被害が出て困った。 

【まとめ】消防署や消防団などの地域の
人々が活動してくれたから早くもとの生活が
できるようになった。 

【まとめ】消防署は遠いところにあり、消防
署で働く人たちはそれを仕事としている。
消防団は地域に住んでいる人たちがボラ
ンティアで行っている。 

【まとめ】消防団の人たちは、自分たちの地
域は自分たちで守りたいという思いがある
から、消防団員を続けている。 

【単元のねらい】消防団の人たちが、地域の人々と協力して災害から人々の安全を守る活動をしていることを理解させ、自分たちも地域
の一員としてできることはないかを考えさせることにより災害に対する意識を高める。 

【単元のめあて】災害からくらしを守るために○○地域の人々が取り組んでいることを調べ、自分たちにできることを考え新聞にまとめよう。 

【単元を貫く課題】○○地域の災害を守るために地域の人たちはどのようなことを行っているのだろうか。 

【活動】地震による被害を、地域
の人々の生活と関連付けて考
察する。 

【活動】ライフラインが復旧した
背景を、消防署や消防団の活
動と関連付けて考察する。 

【活動】消防署と消防団の仕組
みや役割を比較する。 

【活動】消防団で活動する人々
の願いを、消防団の人々の生
活と関連付けて考察する。 

２
時 

３
時 

４
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【単元の課題】九州地方では環境に関して、どのような取組が見られるか。また、なぜそのような取組が行われている
のか。 

【課題】九州地方の自然環境には
どのような特色があるか。 

【課題】九州地方では、自然環境
の保全のためにどのような取組
が行われているか。 

【課題】北九州では環境問題を受け
て、どのような社会を目指した取組
が行われているか。 

【単元のまとめ】九州地方の人々は、環境問題や環境保全を地域開発に関連付け、砂防ダムの建設や防災マップの作成や水俣市や北
九州市に見られる街づくりの取組などを行っている。それは、持続可能な社会の構築のためである。 

【課題】九州地方の人口や産業に
はどのような特色があるか。 

【課題】水俣市や福岡市では、工業
化や都市化がもたらした環境問題に
対してどのように向き合ってきたか。 

中学校社会科単元計画【地理的分野：九州地方】 

【単元のねらい】九州地方の地域的特色について、環境問題や環境保全を産業や地域の動向、人々の生活などと関連づけて考察し、
持続可能な社会の構築のためには、地域における環境保全の取組が大切であることをとらえさせる。 

【単元の振り返り】（視点）1時間ごとに九州地方の白地図に記入した特色や取組をもとに持続可能な社会を構
築するために自分ができることを考え振り返りとする。 

【まとめ】九州地方は火山が多く、火山灰が
厚く堆積している地域が見られる。また、比
較的、温暖で台風などの自然災害が多い。 

【まとめ】福岡県を中心に九州北部に人口は集
中している。農業は南部で促成栽培を行った畑
作が中心となっている。工業では近年、ICや自
動車産業への転換が進んでいる。 

【まとめ】集中豪雨に備えて砂防ダムの建設
をしたり、沖縄ではサンゴ礁を守りながらの
地域開発が進んでいる。 

【まとめ】水俣市では、公害を乗り越え、環境
モデル都市として世界に情報を発信している。
福岡市では、緑化運動を進めるなど都市化に
よる災害に対する取組を進めている。 

【まとめ】北九州市では廃棄物をリサイクル
するエコタウンが形成され、持続可能な社
会を目指す取組が行われている。 

【活動】自然環境の特色を地
図や雨温図・写真等で他の
地域と比較して読み取る。 

【活動】人口や産業の特色をグ
ラフや主題図・写真等で空間
的・時間的に比較して読み取る。 

【活動】自然環境の保全と開発の
バランスについて人々の営みと
関連付ける。 

【活動】教科書のコラムや写真か
ら各都市の時間的な変化の様子
を比較し、そのための対応策を
人々の営みと関連付ける。 

【活動】写真やグラフなどで環
境の変化に着目し、北九州市
の取組と関連付ける。 

【単元のめあて】九州地方の特色を環境面に着目して地図にまとめよう。 

１
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【課題】「長さを比べる
には」どうすればよいだ
ろうか。 

【活動】直接比較で長さを比べる活動
を通して、端をそろえてまっすぐ伸ば
して比べる方法に気付き、その比べ方
を理解する。 

小学校算数単元計画（例）【第１学年：くらべかた 】 
【単元のねらい】長さや広さを比べる学習で、直接比較や間接比較、任意単位を用いた大きさの比較等の具体的な操作
活動を通して、基準をそろえることの必要性に気付かせ、長さや広さの概念やその測定方法を理解できるようにする。 
 

１時 

【単元の振り返り】いろいろな長さや広さの比べ方にはどのような比べ方があるかを問う。 
(記述例) 長さや広さを比べるには、端をそろえてまっすぐに重ねて比べればよいです。重ねられないものは、テープなどに写して比べたり、
何かのいくつ分で考えたりすると違いが分かります。→ 違いがいくつになるか計算する学習をしてみたい。 

【単元のめあて】いろいろなものの長さや広さの比べ方を考えよう。 

【まとめ】「長さを比べるには」端
をそろえてまっすぐにのばして、
くっつけて比べればよい。 

２・３
時 

４時 

５時 

６時 

【課題】「長さがどれくらい
ちがうのか調べたいときは」
どうすればよいだろうか。 

【課題】「広さを比べる
には」どうすればよいだ
ろうか。 

【課題】「陣取りケームの
ような広さがどれだけちが
うのか調べたいときは」ど
うすればよいだろうか。 

【課題】「並べたり、折り
曲げたりできないときのも
のの長さは」どのように比
べればよいだろうか。 

【活動】間接比較で長さを比べる活動
を通して、媒介物を用いる方法に気付
き、その比べ方を理解する。 

【まとめ】「長さがどれくらいちが
うのか調べたいときは」決めたもの
のいくつ分で比べればよい。 

【活動】クリップをつないだものの長
さを比べる活動を通して、同じものの
いくつ分で比べる方法に気付き、数値
化した長さの比べ方を理解する。 

【まとめ】「並べたり、折り曲げたり
できないときのものの長さは」テープ
などに写した長さをくらべればよい。 

【活動】直接比較で広さを比べる活動
を通して、端をそろえて比べる方法に
気付き、その比べ方を理解する。 

【まとめ】「広さを比べるには」端
と端をそろえて、中に入るように重
ねて比べればよい。 

【活動】陣取りケームを通して、任意
単位のいくつ分かで広さを比べる方法
に気付き、数値化した広さの比べ方を
理解する。 

【まとめ】「陣取りゲームのようなと
きに広さを比べるには」同じ大きさの
マスがいくつ分あるかで、広さを比べ
ればよい。  
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【課題】一定の道のりを歩く場合の
速さと時間にはどのような関係があ
るだろうか。また、その関係を文字
を使った式で表すと、どのように表
されるだろうか。 

【活動】問題文から図や数直線、
表等を用いて、一定の道のりを歩
く場合の速さと時間の変化の関係

を見い出し、yをxの式で表す。 

中学校数学科小単元計画（例）【第１学年：反比例 】 
【小単元のねらい】具体的な事象の中から二つの数量を取り出し、それらの変化や対応を調べることを通して、反比例の
関係についての理解を深めるとともに、関数関係を見い出し数学的に表現できるようにする。 
 

１時 

【小単元の振り返り】これまでの学習の中で反比例の関係になる２つの数量には、どのようなものがあるかを問う。 
(記述例) 平行四辺形の面積が分かっているときの底辺と高さの関係等、図形に利用する場面がある。反比例の関係になる数量は、表、式、
グラフ等を関連付けることで見つけることができる。→ 日常生活で反比例する数量関係を調べたい。 

【小単元のめあて】ともなって変わる２つの数量について、表、式、グラフ等の特徴から２つの数量の関係
（反比例）を見つけ出し、問題解決に活用しよう。 

【まとめ】 一定の道のりを歩く場合の速さと
時間には反比例の関係がある。その関係を文字
を用いて、amを毎分xmの速さでy分歩くとする
と、y=a/xや、xy=aと表すことができる。 

２時 

３時 

４時 

５時 

【課題】反比例の関係y=a/xをグ
ラフで表すと、どのようになるだ
ろうか。 

【課題】反比例の関係を表すグラ
フから反比例の式を求めるにはど
のようにすればよいだろうか。 

【課題】a=bcで表される３つの数
量a,b,cのうち、いずれか1つを決
まった数にすると、残りの２つの
数量の関係はどのようになってい
るだろうか。 

【課題】反比例の関係にある１組
のxとyの値を基に、yをxの式で表
すにはどのような手順で求めれば
よいだろうか。 

【活動】反比例の関係を、yをxの
式で表し、その求めた手順を説明
する。 

【まとめ】反比例の関係になる２つの数量
をグラフに表すと、双曲線とよばれる曲線
になり、比例定数の範囲によって次のよう
な２種類のグラフになる。（ａ＞0のとき
のグラフ、ａ＜0のときのグラフ） 

【活動】反比例の関係を表す式や
表から、その関係をグラフで表し、
その特徴を説明する。 

【まとめ】反比例の関係にある１組のxとy
の値を基に、それぞれの値を反比例の式
y=a/xに代入して方程式を作り定数aの値を
求める。求められたaの値をy=a/xのaに代
入すれば反比例の式が求められる。 

【活動】反比例のグラフを基に、y
をxの式で表し、立式の過程を説明
する。 

【まとめ】反比例の関係を表すグラフから
反比例の式を求めるには、グラフ上のx、y
の値を１組見つけ出し、yをxの式で表す手
順を用いて求めることができる。 

【活動】速さ、時間、距離の関係
を式で表し、そこから判断できる
関係を説明する。 

【まとめ】 a=bcで表される３つの数量の
関係は、aを定数にするとbとcは反比例の
関係になり、bまたはcを定数にすると残り
の２つの数量は比例の関係になる。 

振り
返り 

振り
返り 

振り
返り 

振り
返り 

振り
返り 



必
要
な
条
件
を
焦
点
化
し
て
い
く 

【単元のめあて】 植物の発芽や成長に必要な条件について調べよう。 

【課題】発芽に必要な養分は、どこにあったのだろうか。 

【課題】植物の成長には、肥料が必要だろうか。 

【課題】種子が発芽するには、どんな条件が必要なの  
     だろうか。 

【課題】植物の成長には、日光が必要だろうか。 

小学校理科単元計画（例）  【第５学年：植物の成長】 
【単元のねらい】 

 植物の種子が発芽したり成長するために必要なことについて、いろいろな条件を設定して
観察や実験を行うことにより、種子の発芽には、水、空気、適当な温度が必要であることと、
発芽後の成長には、水、空気、適当な温度に加えて、日光や肥料が必要であることを見出す
ことができるようにする。 

４時 

３時 

２時 

１時 

【単元の振り返り】 
  ○種子が発芽するために必要な条件について振り返る。 
  ○植物が発芽後成長するために必要な条件について振り返る。   
    ○どのように調べ、まとめたかといった学びの過程について振り返る。 

【まとめ】 

【まとめ】 

【まとめ】 

【まとめ】 



定
性
的
な
理
解
か
ら
、
定
量
的
な
理
解
へ
。 

【単元のめあて】 物質が水に溶ける様子や溶ける量について調べよう。 

【課題】物質は、どのように水に溶けていくのだろうか。 

【課題】水溶液から溶質を取り出すには、どのように 
      したらよいだろうか。 

【課題】水溶液に溶けている物質の量は、どのように 
     表せばよいだろうか。 

【課題】水溶液を、粒子を使ったモデルで表すと、 
      どのようになるだろうか。 

【課題】再結晶により物質が結晶になる量を求める 
      ためには、どうすればよいか。 

 中学校理科単元計画（例）  【第１学年１分野：水溶液】 
【単元のねらい】 
  物質が水に溶けるときの様子を観察したり、一定量の水に溶ける量について調べることを通して、物質

が水に溶けるときには、水の粒子の間にその物質の粒子がばらばらに散らばって水溶液全体に均一に
広がることを見出したり、水溶液に溶けている物質の量の割合の表し方や一度溶けた物質を水溶液から
取り出す方法を理解したりすることができるようにする。 

【単元の振り返り】  
  ○水に溶けた物質が水溶液中に均一に散らばっている様子を粒子モデルを使って振り返る。 
  ○水溶液に溶けている物質の量を表す方法と一度溶けた物質を再び取り出す方法について振り返る。 
  ○どのように調べ、まとめたかといった学びの過程について振り返る。 

【まとめ】 

【まとめ】 

【まとめ】 

【まとめ】 

【まとめ】 

１時 

２時 

３時 

４時 

５時 



【単元のめあて】 わたしのアサガオを育てよう 

《アサガオの種をまこう》 
1/4【めあて】育ててみたい花を選んで発表しよう。 
3/4【めあて】アサガオの種をまこう。 
  【課  題】どんなアサガオに育てたいかな。 

《育てたアサガオを紹介しよう》         
1/5 【めあて】どんな紹介の仕方がいいか決めよう。 
3/5 【課  題】アサガオの世話を思い出して絵や作文が 
         かけるかな。 
5/5 【めあて】育てたアサガオを友達に紹介しよう。 

《アサガオの世話をしよう》 
1/7【めあて】アサガオの観察カードをかこう。 
3/7【めあて】アサガオの様子をお知らせしよう。 
4/7【課  題】わたしのアサガオに合うのはどんな世話かな。 
6/7【めあて】気付いたことを観察カードにまとめよう。 

    小学校生活科単元計画（例） 【第１学年】 （全１６時間） 

【ねらい】アサガオを栽培する活動を通して、アサガオの変化や成長の様子に気
付き植物への関わり方を考え、大切に育てることができるようにする。 

３次 

２次 

１次 体験
活動 

表現
活動 

体験
活動 

体験
活動 

表現
活動 

表現
活動 

まとめ 
振り返り 

まとめ 
振り返り 

まとめ 
振り返り 

【気付きの質の高まり】 
対象への気付き・・・育ててきたアサガオとの関わりを振り返り、自分なりの方法で表している。 
自分への気付き・・・アサガオへの親しみが増し、上手に世話ができるようになったことに気付
いている。 



イ
メ
ー
ジ
が
膨
ら
み
、
ま
と
め
に
近
づ
く
。 

【めあて】表現したい音楽を考えよう。 
       ・どのような音楽をつくるかテーマを考える。 
        ・考えたテーマに合う楽器を選ぶ。 

【めあて】リズムアンサンブルをつくろう。 
【課    題】テーマに合った音楽にするには、どのようなリズム
アンサンブルをつくればよいか。 

【題材の振り返り】（記述例） 
◆楽器の演奏方法を工夫することで、様々な音を出せることが分かった。 
◆音色や強弱を工夫することで、テーマに合った音を表現することができた。 
◆リズムの組み合わせを工夫することで、テーマに合った音楽をつくることができた。 

【めあて】まとまりのある音楽（リズム）をつくろう。 
       ・テーマや楽器に合うリズム（４／４拍子，２小節）をつくる。 

【めあて】リズムアンサンブルの特徴を感じ取ろう。 
       ・工夫した点を説明し発表する。 
        ・感想を記入する。 

小学校音楽科 題材計画（例） 【第６学年 音楽づくり】 
【題材のねらい】  リズムアンサンブルをつくる学習を通して、①いろいろな音楽表現を生かし、様々な

発想をもって即興的に表現する力、②音楽の仕組みを手掛かりとして、まとまりのある音楽をつくる力
を育成する。  

振り返り 

【題材のめあて】楽器の音色や音楽の仕組みを生かして、リズムアンサンブルをつくろう。 

まとめ 
振り返り 

まとめ 
振り返り 

まとめ 
振り返り 

【課題】を設定する場合もある。 

１時 

２時 

３時 

４時 



イ
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【めあて】音程・リズムに気をつけて歌おう。 
       ・楽曲全体の曲想や歌詞の内容を把握する。 
        ・パートに別れて練習する。 

【めあて】表現を工夫して歌おう。 
【課    題】より表現を豊かにするためには、どのように歌えばよいか。 

【題材の振り返り】 （記述例） 

◆歌詞の内容や作詞者・作曲者の「思い」を理解することで、この曲にふさわしい表現方法を考えると
ともに気持ちを込めて歌うことができた。 

◆全体合唱を聴くことで、自分のパートが聴こえなかったり、他パートとそろっていなかったりしている
ことが分かった。全体合唱では、他パートの音をしっかりと聴きながら歌うことで、バランスのとれた合
唱にすることができた。 
◆学級全員で思いを込めて合唱することで、聴衆を感動させる合唱になった。 

【めあて】強弱記号等に気をつけて歌おう。 
       ・パートに分かれて練習する。 

【めあて】気持ちを込めて歌おう。 
       ・歌詞や曲想、声部の役割を生かして合唱する。 

中学校音楽科 題材計画（例） 【第２学年 歌唱】 
【題材のねらい】 合唱活動を通して、①歌詞の内容や曲想を味わい、曲にふさわしい表現を工夫して

歌う力、②声部の役割と全体の響きとのかかわりを理解して、表現を工夫しながら合わせて歌う力を
育成する。 

まとめ 
振り返り 

【題材のめあて】歌詞や曲想、声部の役割を生かして混声合唱をしよう。 

振り返り 

振り返り 

まとめ 
振り返り 

【めあて】声部の役割や音の重なりを意識しながら合唱しよう。 
       ・歌詞、音程、記号等に気をつけて合唱する。 

振り返り 

【課題】を設定する場合もある。 

１時 

２時 

３時 

４時 

５時 



【めあて】様々な形を試し、どのような形に布を固めるかを
確認しよう。 

【めあて】作品のイメージに合った展示の場所や方法を工
夫し、お互いの作品の表現のおもしろさを感じ取ろう。 

【題材の振り返り】（記述例） 
〇材料にふれながら様々な形を試していくことで、作品のイメージを広げることができた。 
〇形から受けるイメージに合うような表現を工夫し、展示場所も含めてひとつの作品という見方をした。 
〇彩色や展示方法など、表現の工夫によって、作品から受ける印象が変わる面白さを感じることがで 
 きた。 

【めあて】作りたい形をイメージしながら、面白いと思う形
に布を固定しよう。   

【めあて】固まった形を様々な角度から観察してイメージ 
をふくらませ、表現したいことを見つけよう。 

《課題》形から浮かんだイメージを表現するために、どの
ような工夫をすれば良いだろうか。 

小学校図画工作科 題材計画（例） 【５・６年いっしゅんの形から】 

振り返り 

振り返り 

まとめ 
振り返り 

振り返り 

１次 
（１時間） 

２次 
（１時間） 

３次 
（２時間） 

４次 
（１時間） 

【題材のねらい】 
      ・液体粘土をしみこませた布を、様々な形を試しながらイメージをふくらませて立体に表現 
        することで、自分なりの表現をする楽しさを味わわせる。 

 

制
作
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て
、
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せ
た
り
、
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た
り
す
る
。
。 

【題材のめあて】液体粘土をしみこませた布が作り出す一瞬の形から、想像を広げて立体に表そう。 



【題材の振り返り】（記述例） 
〇焼き物は単なる道具ではなく、生活を楽しく豊かにするための装飾や工夫がなされていることがわ 
  かった。 
〇実際に使う人や場面を想定して、美しさと機能の両面からの工夫をしながら制作をすることができた。 
〇作品は、実際に使ってみて、はじめて見えてきた改善すべき点などがあった。 

 
 

制
作
を
通
し
て
、
機
能
的
で
美
し
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表
現
を 

 
 

 
 

 
 

工
夫
す
る
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【めあて】様々な焼き物の食器としての機能や美しさにつ
いて学び、制作のイメージをもとう。 

【めあて】作った焼き物を実際に使ってみて、使い心地を
確かめ、感じたことを話し合おう。 

【めあて】使う場面を想定して、美しく使いやすい食器の
アイデアスケッチをしよう。 

《課題》  どのような食器なら愛着をもって使うことができ
るだろうか。 

【めあて】イメージに適した技法を使い、成型をしよう。 
 ・粘土の特性を生かしながら、重さや厚み、容量、使  
 いやすさ、美しさに留意した制作を進める。   

 中学校美術科 題材計画（例） 【１年 生活の中の焼き物】 

【題材のめあて】 使う場面を想定して、自分なりの表現で、楽しく使える焼き物をつくろう。 

振り返り 

まとめ 
振り返り 

振り返り 

振り返り 

１次 
（１時間） 

２次 
（１時間） 

３次 
（３時間） 

４次 
（１時間） 

【題材のねらい】 
  ・焼き物の形成において、使う場面を考えて作品の構想を練り、表現の工夫をすることで、美しく使 
   いやすい作品を作ることができるようにする。 

素焼き、釉薬がけ、焼成の過程は省略 



１次 
（１時間） 

２次 
（２時間） 

３次 
（４時間） 

４次 
（１時間） 

 
 

【めあて】布を使って製作
する物を考えよう。 
  
 

 
 

 

【めあて】製作を振り返ろう。 

《課題》  ゆとりはどのくら 
い必要だろうか。 
（不織布による試し作り） 

《課題》 丈夫に仕上げる
ためにはどうすればよいか。
（完成見本で確かめる）   

 小学校家庭  題材計画（例） 【第６学年：生活に役立つ物を作ろう】 

【題材のめあて】 自分や家族の生活に役立つ物を作ろう。 

まとめ 
振り返り 

まとめ 
振り返り 

振り返り 

【題材のねらい】 
生活に役立つ物に関心をもち、製作に関する基礎的・基本的な知識及び技能を身に付けるとともに、
作る楽しさを実感し、日常生活で活用できるようにする。 

振り返り 

 
 

【めあて】生活に役立つ物
の製作計画を立てよう。 
 
 

 
 

【めあて】手縫いやミシン縫
いを使って作品を作ろう。 
 
 

 

【題材の振り返り】 製作を通して気が付いたことや工夫したところを振り返ろう。 
 
（記述例） はじめは、難しいと思っていたけど、やりかたがわかって練習していると、だんだんできるようになり、楽しくなってきました。 
       自分の「はしばこ」にあわせて作ったので、使いやすいです。今度は、家で妹にも、好きな布で作ってあげたいと思います。 

  



 
 

 

【めあて】製作を振り返ろう。 

【題材の振り返り】 製作を通して気が付いたことや取り組みたいことを振り返ってみよう。 
 （記述例）まつり縫いが上手に出来ました。グループでコツを教えあえたのが良かったと思います。 
       今後は、着なくなった服から、何か作ってみたいと思いました。 

【めあて】生活を豊かにする

物の製作計画を立てよう。   

 
【めあて】手縫いやミシン縫
いを使って作品を作ろう。 

  

 中学校技術・家庭（家庭分野） 題材計画（例） 【第２学年：生活を豊かにする物を作ろう】 

振り返り 

振り返り 

まとめ 
振り返り 

振り返り 

１次 
（１時間） 

２次 
（１時間） 

３次 
（５時間） 

４次 
（１時間） 

【題材のねらい】 
布を用いた簡単な衣服や小物を製作することを通して、自分や家族の衣生活や住生活を豊かにする
ための工夫ができるようにする。 

【題材のめあて】 自分や家族の生活を豊かにする物を作ろう。 
 
 
【めあて】布を用いて製作す
る、生活を豊かにする物を
考えよう。 

 
 

《課題 ３次２／５》  

まつり縫いをきれいに仕上
げるにはどうすればよいか。   

条件：①ミシン縫いと手縫い 
    （まつり縫い）をする。 
    ②スナップを１つ以上付ける。 



【めあて】簡単なプログラムを作成しよう。 
 ◆全自動洗濯機に用いられている計測・制御システムの基本的な仕組み 
  を知り、簡単なプログラムを作成する。 
 ◆コンピュータを用いた計測・制御システムに関する重要な知識や概念 
  を思考等において利用できるような形にする。 

【めあて】短時間できれいに掃除できるロボットになるよう、 
 プログラムを作成しよう。 
 ◆ロボットコンテスト「より早く、よりきれいに！」でよい結果を出 
  すために、ルールを踏まえてプログラムを作成する。 
 ◆目的や条件に応じた情報処理の手順について、フローチャートを用 
  いて考える。 

中学校技術・家庭（技術分野） 題材計画（例）【第３学年：プログラムによる計測・制御】 

第１次 
（３時間） 

振り返り 

【めあて】計測・制御に関する技術の課題を明らかにし、良い 
 影響と悪い影響の折り合いをつけた活用法を決定しよう。 
 ◆様々な計測・制御に関する技術を社会的側面、環境的側面、経済的 
  側面から評価し、今後の社会における活用について考える。 

【題材のねらい】 

 コンピュータを用いた計測・制御に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させるとともに情報に関す
る技術が社会や環境に果たす役割と影響について理解を深め、それらを適切に評価し活用する能力と態
度を育てる。 

振り返り 

振り返り 

【題材の振り返り】 

・今後の社会における計測・制御の技術について考える視点とは何かを整理する。 
・グループごとに、各人の活用の仕方を発表し合い、他者からの意見等を参考に自らの活用について再検 
 討させる。 

第２次 
（５時間） 

第３次 
（２時間） 



【めあて】学習の進め方を知ろう。 
 ◆学習の重点 〇跳び箱の安全な使い方 〇運動の行い方のきまり 
        

【めあて】技のポイントに気を付けて運動しよう。 

小学校体育 単元計画（例）【第３学年：器械運動（跳び箱運動）】 

はじめ 
１時間 

振り返り 

【めあて】自分の力に合った開脚前転と台上前転を完成させよう。 
 ◆学習の重点  
  〇自分に合っためあての決め方  
  ○助走から着地までの一連の技を意識した運動 

【単元のねらい】（第３学年及び第４学年の２学年分）    
（１）跳び箱運動の基本的な支持跳び越し技（開脚跳び及び台上前転）ができるようにする。（技能） 
（２）跳び箱運動に進んで取り組み、きまりを守り仲よく運動をしたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。 
   （態度）  
（３）自己の能力に適した課題をもち、基本的な支持跳び越し技ができるようにするための活動を工夫できるようにする。（思考・判断）   

な
か
４
時
間 

活動Ⅰ 「ポイントに気を付けて運動する」 

◆学習の重点：やさしい場や条件のもとで基本的な動きを身に付ける。  
 〇両足をそろえた踏み切り 〇手を着く位置 〇腰を高く上げること 

活動Ⅱ 「自分の力に合った場で運動する」 
◆学習の重点：個人課題の解決の方法を知り、基本的な技を身に付ける。  
 ○ペアの動きの見方と声のかけ方 ○力に合った課題や練習の場の選び方 
 ○技のポイント（開脚跳びと台上前転の第２局面の動き） 

振り返り 

まとめ 
１時間 振り返り 

【単元の振り返り】（記述例） 
・技のポイントに気を付け、自分の力に合った基本的な開脚跳びと台上前転ができた。 

・運動の行い方のきまりや安全を確かめながら、すすんで運動に取り組むことができた。 
・開脚跳びと台上前転の技のポイントを知り、自分の力に合った場を選び、練習することができた。 



【めあて】学習の進め方と約束を確認しよう。 
 ◆学習の重点 〇積極的に取り組む意義 〇分担した役割を果たす意義 
        〇健康・安全の留意点 

【めあて】基本的なボール操作とボールをもたないときの動きの   
 学習を通して、自分の課題を見付けよう。 

中学校体育 単元計画（例）【第２学年：バレーボール】 

はじめ 
３時間 

振り返り 

【めあて】空いた場所をめぐる攻防を中心にラリーを続けること 
 を重視して、ゲームを楽しもう。 
 ◆学習の重点 〇話合いに参加する意義 〇練習方法の選択 
        〇試合の行い方 〇安全上の留意点を当てはめる意義 

【単元のねらい】（第１学年及び第２学年の第２学年分）   ※（ ）は第１学年で取り上げた内容 
（１）ボールの操作と定位置に戻るなどの動きによって空いた場所をめぐる攻防を展開することができるようにする。（技能） 
（２）バレーボールに積極的に取り組むとともに、（フェアなプレイを守ろうとすること、分担した役割を果たそうとすること、）作戦などについての 
   話合いに参加しようとすることなどや、健康・安全に気を配ることができるようにする。（態度）  
（３）（バレーボールの特性や成り立ち、）技術の名称や行い方、（関連して高まる体力）などを理解し、課題に応じた運動の取り組み方を工夫 
       できるようにする。（知識、思考・判断）   

な
か
８
時
間 

活動Ⅰ 「基本的なボール操作を身に付ける」 
◆学習の重点  
〇ボールを返す方向に身体を向けて打つこと 
〇仲間の学習を援助する意義 〇運動の行い方のポイントを見付けること 

活動Ⅱ 「ボール操作とボールをもたない動きを身に付ける」 
◆学習の重点  
 〇サービス 〇空いた場所への返球 〇ボールや相手への正対 
 〇定位置への戻り 〇運動の行い方のポイントを見付けること 

振り返り 

まとめ 
４時間 振り返り 

【単元の振り返り】（記述例） 

・「空いた場所への攻撃を中心にラリーを続けるゲーム」をすることができた。 
・勝敗を競う楽しさや喜びを味わい、バレーボールの学習に積極的に取り組むことができた。 
・バレーボールの基本的事項を理解し、ラリーを続けるための運動の行い方を工夫することができた。 



【めあて】身の回りの物を英語で言ってみよう。 
    （気付き） 

【めあて】「これは何ですか？」と英語で尋ねたり答えた 
 りしよう。（慣れ親しみ） 
 〇ブラックボックスクイズ 〇背中の絵は何？  
 〇クイズ大会準備 

【めあて】いろいろなクイズで身の回りの物を英語で答え  
 よう。（慣れ親しみ） 
 ①シルエットクイズ ②漢字クイズ ③スリーヒントクイズ  
 ④パズルクイズ 

小学校外国語活動単元計画（例）【第５学年】 

【単元のめあて】友だちとある物についてそれが何かと尋ねたり、答えたりするクイズ大会をし
よう。（４時間扱い） 

３時 

２時 

１時 

【単元の振り返り】 
・ある物について、積極的にそれが何か尋ねたり、答えたりしようとしたか。 
・ある物が何か尋ねたり、答えたりしたか。 
・様々な物を表す英語と日本語の違いから、言葉の面白さに気付いたか。 

振り返り 

振り返り 

振り返り 

４時 
【めあて】ある物について英語で答えるクイズ大会を楽し 
 もう。（コミュニケーション） 
 〇クイズ大会 

振り返り 

【単元のねらい】英語によるクイズを通して、ある物が何かと尋ねたり、答えたりする表現に慣
れ親しませる。 



【めあて】英語で観光地を案内できるようになろう。（単元の見通しをもつ） 

 〇どんな観光地に行ったことがある？ 〇canを用いた文構造を知る。 
 〇教科書本文から町や観光地を案内する時に使われる表現を探す。 

【めあて】 「～できる。」「～できますか？」と言えるようになろう。 
 〇canを用いた文の構造を知る。 〇教科書本文を通して、canを用いた疑  
 問文の使い方を理解する。 〇canを用いた文を使えるように練習する。 

【めあて】ペアで観光地を案内し合おう。 
 〇ペアになり、「この場所では、～できる。」と英語で伝える。 

中学校英語科単元計画（例）【第１学年】 

【単元のめあて】日本に来た外国人に、「日本に来て良かった」と感じてもらえるように、あなたが考える私
たちの町の魅力を英語で紹介できるようになろう。（８時間扱い） 

３
次 

２
次 

１
次 

振り返り 

文法の整理 

振り返り 

【めあて】 「いつ～しますか？」と言えるようになろう。 
 〇疑問詞whenを用いた文の構造を知る。 〇教科書本文を通して、whenの 
 使い方を理解する。 〇whenを用いた文を使えるように練習する。 

文法の整理 

振り返り 

振り返り 

【めあて】ペアで観光地について尋ね合おう。 
 〇ペアになり、一つの観光地について英語で質問・応答をする。 

【めあて】観光地を案内する時の表現を使えるようになろう。 
 〇教科書で使われている案内する時に使われる表現をまとめる。 〇ペア 
 で町や観光地を案内し合う。 〇グループで町や観光地を案内し合う。 

振り返り 

【めあて】ペアで町や観光地について別のペアに紹介しよう。 
 〇バスで観光地を巡っている場面を想定して、紹介する場所や相手を変え 
 ながら他の生徒と自由に案内し合う。 

【単元の振り返り】canやwhenを適切に用いて、町や観光地を案内しよう。（パフォーマンステスト） 
 〇教師に対して町や観光地２か所を案内する内容のテスト 〇観光地の写真を２枚見せて、10秒程度考える時間を与え 
 た後、その場所を教師に対して案内させる。※写真は初見であるが、生徒がよく知るものを用いる。 

文法の整理 

振り返り 

振り返り 

【単元のねらい】観光地などを案内する活動を通して、 ごく身近な事柄について、事実や自分の気持ちな
どを、簡単な語句や文を用いて短く話すことができるようにする。 



 
○パラリンピック選手の佐藤真海さんを紹介する。 
 ・パラリンピックの活躍や東京招致の際のプレゼンの映像を見せる。 
○教材を範読する。 
◎【中心発問】佐藤さんは、どんな人だと思いましたか。 
 （道徳ノートに書かせる。） 
 

 
 
【振り返り】 
  
 佐藤さんの生き方から学んだことを「私たちの道徳」192ページに書こう。 
 
           

 小学校道徳 複数時間による指導（例） 『真海のチャレンジ』 私たちの道徳 

   ○新しい内容項目「よりよく生きる喜び」 
 

自分の弱さと向き合うとは、どのようなことか考えよう。 
              ※導入で、「私たちの道徳」に掲載されている「詩」を読み、【めあて】を設定する。 

 

２時 

１時 

【まとめ】（整理） 
 

考えを出し合わせ、
板書に整理し、本時
のまとめをする。 

※佐藤真海氏は、2020年オリンピック・パラリンピックを東京に招致するため  
 の最終プレゼンテーションで日本代表として最初にスピーチ 

○苦しい時期と乗りこえた時期を意識させ、中心発問につなぐ。 
◎【中心発問】佐藤さんにとってつらく想像もできないくらいの出来  
 事を笑顔で語ることができたのはなぜだろう。 
○佐藤さんのプレゼンの中で、印象に残った言葉はどれか。 

＜ねらい＞ 真海さんの生き方を支えていたものは何かを，自分と真海さんを重ねて考えたり，他者の様々な考え方や    
        感じ方を理解したりする学習活動を通して，今の自分を大切にし，前向きに生きていこうとする心情を育てる。    
        （道徳的心情）                                     ※道徳の目標は方向目標 

 
【まとめ】（整理） 
自分を大切にし，前向き
に生きることの大切さに
ついて、いくつかの考えを
取り上げながら、話し合
いを整理し、本時のまと
めとする。 

 



 
※特に読み物教材等は使用しない。 
○どのようなことがいじめになるのか。 
◎【中心発問】いじめられる側にも問題があるのか。 
○どうすればいじめを防ぐことができるのか。 
 

 
※教材「卒業文集最後の二行」（私たちの道徳）を活用 
○前時の話合いを受けて、印象に残った場面はどこか。 
○いじめられているＴ子さんに問題があるのか。 
◎【中心発問】この話では何が問題になのか。 
       どうすれば解決するのか。 
 

【振り返り】いじめについて、どのような思いをもったのか、自分自身に 
      問いかけてみよう。（「私たちの道徳」236～237ページを参考に） 

 中学校道徳 複数時間による指導（例） 「いじめ防止に向けて」 

 ○内容項目「公正、公平、社会正義」            私たちの道徳の活用 

※導入で、「私たちの道徳」に掲載されている「詩」を読み、【めあて】を設定する。 

２時 

１時 

学級通信で 
意見を紹介 
（可視化） 

○自分たちで議論した内容を共有 
○学級でいじめが起こりそうな時に 
 学級通信を再度読み聞かせる。 

 

＜ねらい＞なぜいじめが起きるのかを、いじめる側といじめられる側から多面的に考える学習活動を通して、いじめに係
る事象を適切に判断する力を育てる。（道徳的判断力）                      ※道徳の目標は方向目標 
 

 
 

【まとめ】（整理） 
いじめを防ぐことについ
て、いくつかの考えを取
り上げ、話し合いを整理
し、本時のまとめとする。 

 

 

学級通信で 
意見を紹介 
（可視化） 

 
 

【まとめ】（整理） 
Ｔ子の学級の問題につ
いて、解決への考え方
をいくつかを取り上げ、
話し合いを整理し、本時
のまとめとする。 
 

 

 



 

小学校総合的な学習の時間の単元計画（例）【第５学年】 

単元のねらい：府内戦紙に関わる人々の願いや、より良い府内戦紙にする方法について、青年部の方の話や地域の方へのアンケートなど 
           から探り、自分たちにできることを実行することを通して、府内戦紙に対する愛着を持たせる。 

単元のめあて：自分達が取り組んでいる府内戦紙についてもっと知り、自分にできることを考えよう 

小
単
元
１ 

 
単元の振り返り：今まで府内戦紙を踊ってきていたけど、つくった人の思いを知ったり、自分達で府内戦紙をより良くする方法を考えて提案し 
           たりしたことで戦紙を大切にしていきたいと思った。今以上に気持ちを込めて踊っていこうと思ったし、これからも府内戦紙に 
           参加したり、自分にできることをしたりしていきたい。 

 

小単元のめあて：府内戦紙について調べよう。 

インターネットやパンフ
レット、身近な人への取材
や参加した経験等から府
内戦紙の情報を収集する。 

集めた情報をＫＪ法や 
Ｗチャートなどで分類し、
どのような情報が集
まっているか整理する。 

情報を観点ごとにまとめ、
ポスターセッションを行い、
集めた情報から分かるこ
とや疑問点などを共有す
る。 

府内戦紙の歴史や踊りの意味等
いろいろなことが分かった。大分
の人はどう思っているのだろう。
県外の人も知っている祭りになっ
ているのかな。 

小
単
元
２ 

小
単
元
３ 

小
単
元
４ 

小単元のめあて：府内戦紙に対する町の人たちの意識を調べよう。 
情報収集 整理・分析 まとめ・振り返り 

府内戦紙は大分を代表
する祭りになっているか 

街頭での市民へのアンケートや
大分大学の学生へのアンケート
などを行い（県外・県内別）情報
を収集する。 

アンケート項目ごとに表やグ
ラフで整理し、府内戦紙に対
する意識を客観的に捉える。 

府内戦紙を見に行ったり参加したりし
たことがある人もいるけど、行ったこと
がない人や知らない人が思っていた
以上にいる。今よりももっとよい祭りに
することはできないかな。 

 
小単元のめあて：府内戦紙を今よりも大分を代表する祭りにするために自分たちにできることがないか考えよう。 

 
府内戦紙を始めた当時の
青年部の方との出会い 
→どうすれば府内戦紙を今

よりも大分を代表する祭り
にすることができるか 

実行委員の方への取材
やアンケート調査に書か
れた意見、他県の祭りの
取組等から情報収集する。 

収集した情報を基に、
ＰＳシートに現在の困
りを整理し、改善策を

考えまとめる。                           

実行委員の方を招いて提案
（検討会）を行う。メリット・デメ
リットチャートで改善策の良さ
や問題点を明らかにする。 

自分達が考えた方法には良さも
あったけど、十分ではないところ
もある。どうすれば実行委員の方
や町の人たちの思いが叶う内容
になるかな。 

 
小単元のめあて：府内戦紙を今よりも大分を代表する祭りにする方法を実行委員の方に再提案しよう。 

 まとめ・表現 整理・分析 

どうすればより良い方法に
なるか 

これまでのアンケート等の情報を
見直したり、実行委員の方に取材
したりするなどしてよりよい改善策
を実現するための情報を収集する。 

改善策を座標軸に位置付
けたり、ＰＭＩシートで評価・
判断したりすることで、提案
内容を絞り込む。 

実行委員の方や町の人たちの思い
が叶うし、実現可能な方法にしたの
で大丈夫だ。 
→実行委員の方を招いて提案（検討
会）を行う。 

６時間 

10時間 

12時間 

7時間 

情報収集 

課題 情報収集 整理・分析 表現 まとめ・振り返り 

課題 情報収集 

整理・分析 表現 振り返り 

課題 

自分達が続けている府内
戦紙の練習や府内戦紙に
参加した経験などから府内
戦紙に対する思いを交流し、
単元のめあてを設定する。 

単元のめあて       

(記述例) 



中学校総合的な学習の時間の単元計画（例）【第２学年】  

 
単元のねらい：自分達の住む○○市の魅力について、地域調べや地域の方の話、修学旅行で訪れる△△市との比較などから探り、○○市 
           の魅力を発信したり、魅力向上のためのアイディアを提言したりすることを通して、○○市に対する誇りや愛着をもたせる。 

 単元のめあて：○○市の魅力を見付け、さらに魅力を向上させるためのアイディアを考え提言しよう。 

 
単元の振り返り：１年間の活動を通して、○○市の魅力を再確認することができた。自分がこれまで魅力だと感じていなかったこともあったが、△△市と比べたり、市長さ 
           んや地域の方々の話を聞くことで新たな魅力を発見できた。また、○○市の魅力向上のためのアイディアを考え提言したことで、○○市への見方が変 
           わったと思う。自分たちのふるさとをこれからも大切にしていきたい。 

 

小
単
元
１ 

小
単
元
２ 

小
単
元
３ 

小単元のめあて： ○○市の良さを○○中学校の生徒に伝えよう。 

 

小単元のめあて：修学旅行を通して学んだ○○市と△△市の魅力や魅力の違いを市長や市の人に発表しよう。 

 

小単元のめあて：総合発表会で、○○市の魅力を向上させるアイディアを提言しよう。 

表現 まとめ・振り返り 

表現・まとめ 整理・分析 

○○市の
魅力は何
か 

インターネットや身近
な人へのアンケート、
取材等から○○市
の情報収集をする。 

集めた情報をＫＪ法等で
分類し、地図に整理した
り写真や映像機器を用
いることで具体的なイ
メージをもち、○○市の
魅力を客観的に捉える。 

それぞれの
魅力をまと
め、生徒集
会で発表し、
感想をもらう。 

これまで知らなかった○○
市の魅力を発見することが
できた。修学旅行で行く
△△市の魅力と比べて自
分達の住む○○市の良さを
確かめて多くの人に伝えた
い。 

○○市と△△市の魅
力や魅力の違いは何
か 

修学旅行での見学
や現地の方への取
材、インターネット等
から△△市の情報
収集をする。 

情報をマトリクスに整理
したり、グラフや表にま
とめたり、地図や写真等
を活用したりして比較し、 

○○市と△△市の魅力
を特徴付け、まとめる。 

市長や地域の方
を招待し、パネル
ディスカッションを
行う。 

○○市と△△市の魅力や違
いは～～と思っていたけど
市長さんや地域の方の感想
や話を聞いて、○○市には
自分がまだ気付いていない
魅力があるのではないかと
思った。 

○○市の魅力向上のた
めのアイディアを考え、
提言できるか 

これまでの活動を見直した
り、新たに調査や取材を行
い○○市の魅力向上につ
ながる情報を収集をする。 

情報を基に○○市の魅力向
上に対する自分のアイディア
を座標軸で整理する。アイディ
ア・根拠・理由を明確にして、
プレゼンテーションを作成する。                                                                                 

総合発表会で全校生徒、保護者・市長や地域
の方を招待し、プレゼンテーションを行う。                      
発表を聞いてくれた人から、たくさんのよい感想
をもらえた。自分達が発見した○○市の魅力や
魅力向上のためのアイディアは多くの人に伝
わったと思う。 

課題 情報収集 整理・分析 

課題 情報収集 整理・分析 表現 まとめ・振り返り 

課題 情報収集 

20時間 

35時間 

15時間 

□□市の魅力を伝える
記事を読み、自分達の
住む○○市の魅力を話
題にする。○○市の魅
力についてウェビングで
イメージを広げて単元の
めあてを設定する。 

単元のめあて     

(記述例) 


