「主体的・対話的で深い学び」を実現するための

単元（題材）計画 例
＊随時見直し、更新していきます。

平成３０年１月１０日追加
大分県教育庁義務教育課

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、教師の立場で書くものです。
○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」に基づく授業の質の向上
大分県教育委員会

「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
主体的な学びを促す「めあて」「課題」「まとめ」「振り返り」
*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

安心して学べる「学びに向かう学習集団」

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
各教科の見方・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

＊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

小学校国語科単元計画例【第５学年：話すこと・聞くこと オ】
【単元のねらい】二項対立するテーマについて、自分の立場を明らかにさせた上で学級討論会を行うことを
通して、身の回りのことを見つめ直すために、互いの立場、考えの違いを大切にし、出された意見を関連
付けながら討論することができるようにする。

【単元のめあて】
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学級討論会で、身の周りのことを見つめ直してみよう

《学習の見通しをもつ》
１【めあて】「討論」について知り、全体のめあてを決めよう。
２【めあて】学習の計画を立て、これからの学習の見通しを持とう。
《「学級討論会」に向けて準備をする》
１ 【課題】討論で自分の立場を主張する理由選びのポイントはどんなことだろう。
２ 【課題】自分の考えた理由を聞く人にはっきり伝えるためには、どんなこと
に気をつけて意見文にまとめるとよいだろうか。
３／４ 【課題】どんなことに気をつけて、相手からの質問を予想したり、答え
を考えたりするとよいだろうか。
５ 【課題】どんなことに気をつけて、相手グループの理由を予想したり、それ
に対する質問を考えたりするとよいだろうか。
６ 【めあて】準備してきたことを生かして、グループごとに学級討論会の練習
をしよう。
《３つの論題で学級討論会を行う》
１【めあて】論題「東小学校は、シャープペンシルの使用を認めるべきで
ある。」について、学級討論会をしよう
２【めあて】論題「東小学校の服装は、制服にすべきである。」について、
学級討論会をしよう
３【めあて】論題「東小学校の昼食は、お弁当にすべきである。」について
学級討論会をしよう
４【めあて】討論会から学んだことを、振り返ろう

振り返り

まとめ
振り返り

振り返り
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【単元の振り返り】（記述例）この討論会に取り組むことを通して、日頃あまり考えることがなかったことについて、いろんな面から考えるこ
とができました。立場が違う友だちの考えを聞いて「なるほど」と思うことも、たくさんありました。また、司会や討論の判定をする審判・聞
き手などの役割をしながら、その立場で学ぶこともありました。今後も、同じ意見だけでなく、違う意見も大切にし、出された意見をうまく
まとめながら解決策を考えていこうと思いました。

杵築市立東小学校 佐々木教諭の実践をもとに作成

小学校国語科単元計画例【第４学年：書くこと

イ】

【単元のねらい】取材したことについて、学級新聞の見出しや記事にすることで、自分の伝えた
いことが明確になるように文章を構成する力を高める。
【単元のめあて】総合的な学習で学ぶ保戸島について、新聞にまとめ、全校のみんなに発表し
よう。
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《１次の概要》
〈１時〉総合的な学習の時間で学んだことを新聞にまとめるための見通しを持つ
【課題】どのような内容の新聞にすれば、全校に伝わるか。
〈２時〉いろいろな新聞を読み、新聞の特徴を捉える
【めあて】他の文章と新聞を比べたり、いくつかの新聞に共通することを集め、
新聞の特ちょうをとらえよう
総
合
的
な
学
習
の
時
間

《２次の概要》
〈１・２時〉取材メモをもとに掲載する記事を決め、新聞の割り付けを決定する
【めあて】自分が一番伝えたいことは何かを考え、割り付けを決めよう
〈３・４時〉取材メモをもとに、記事と見出しの下書きを書く
【めあて】５Ｗ１Ｈを意識して、記事を書こう。
〈５時〉下書き等を読み合い、良い点や改善点についてコメントし合う
【めあて】新聞の清書に向け、下書きにアドバイスし合おう

《３次の概要》
〈１・２時〉アドバイスをもとに、割り付けや下書き等を見直し、清書する
【めあて】もらったアドバイスをよりよい新聞づくりに生かそう
〈３時〉できあがった新聞を読み合い、一番言いたいことが何であるのか、どの
言葉から分かるかなどについて相互評価し、振り返りの視点とする。
【めあて】完成した新聞の良いところを見付け、コメントし合おう

まとめ
振り返り

振り返り

振り返り

自調
分べ
のた
伝こ
えと
たを
い新
こ聞
と等
をに
明ま
確と
にめ
する
るこ
方と
法を
を通
学し
ぶて

【単元の振り返り】（例）新聞型式で自分の伝えたいことを伝えるためには、割り付けの工夫や見出し
の言葉が重要であることを学んだ。また、事実を伝えるためには、５Ｗ１Ｈをはっきりとすることが、重
要であることを学んだ。
臼杵市立市浜小学校 小野教諭の実践をもとに作成

小学校国語科単元計画例【第３学年：読むこと

イ】

【単元のねらい】遊びのことについて書かれてある説明文を、段落それぞれが持つ意味や働き、「初め」「中」
「終わり」の文章構成の視点からカードにまとめることを通して、問題、答え、具体例などの文章の理解に重
要な役割を果たす段落や文を捉えることができるようにする
【単元のめあて】 雨の日を楽しくするために「言葉遊び・コマ遊び 私のおすすめカード」を作って全校のみんなに見てもら
おう！
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《学習の見通しをもつ》
１【めあて】｢言葉遊び・こま遊びおすすめカード」を知り、学習の計画を立てよう。

まとめ
振り返り

《「言葉遊びカード」を作る》
１ 【課題】おすすめする「言葉遊び」を考えるには、どちらの文がいいかな。
（文の中から言葉遊びを探しながら、「段落」の働き・きまりをつかむ）
２ 【めあて】 「まとまり(段落）」を使って読んで、表に書きぬこう。
（始・終段落の働き、問い・答え、中の構成をとらえながら、表作りをする）
３ 【めあて】 「いちばんおすすめの言葉遊びカード」を書いて感想交換をしよう。

まとめ
振り返り

《 項目を決めながら「コマカード」を作る》
１ 【めあて】どんなこま遊びをのせるか、段落を使って文からさがしてみよう。
２ 【課題】 カードには何を書きぬけばいいだろう。
(「はじめ」と「色変わりごま」の②段落を読んで表（カード）に書きぬくこと
を決めよう。
３ 【めあて】キーワード・中心文を使って、段落を読み取り、書きぬいてみよう。
４ 【めあて】いちばん遊びたいこまで、「おすすめカード」を作ろう。
５ 【めあて】 「カード」を読みあい、感想交流をして、学習をふりかえろう。

まとめ
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【単元の振り返り】
（記述例）文章は、「段落」というまとまりがあると、どんな遊び何を書いているか見つけやすい。一段落に一つのことがまとめられていて、
その段落を読むとカードに書くことが見つけられた。
「はじめ」の段落に「しょうかい」と「問い」があって、「中」で、それに答えて説明していた。筆者の伝えたいことの中心が「答え」で説明されて
いるので、答えを抜き出すといいカードができた。「はじめ」「中」「おわり」のまとまりがあって、「はじめには、「問い」があり、「中」に「答え」
が具体例で書かれて、「おわり」には、「まとめ」があった。

由布市立由布院小学校 森次教諭の実践をもとに作成

小学校国語科単元計画例【第５学年：読むこと

イ】

【単元のねらい】二つの新聞記事を、見出し、本文、写真、キャプションを比較しながら読み比
べ、書き手が伝えたいこと（意図）の違いを捉えることができるようにする。
【単元のめあて】同じ出来事を扱った記事を読み比べ、それぞれにぴったりな見出しを付けよう
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《１次の概要》
〈１時〉単元の見通しを持つ
【めあて】記事にぴったりな見出しを考えよう
〈２時〉見出し、本文、写真等、記事を捉えるためにヒントになるものを知る
【課題】記事の内容をとらえるには、何に着目すればよいか
複
数
の
新
聞
を
読
む

まとめ
振り返り

《２次の概要》
〈１時〉見出し、リード、本文、写真、キャプション等の役割を知る
【めあて】新聞のそれぞれの部分の役割をとらえよう
〈２・３時〉複数の新聞を読み比べ、書き手の意図の違いを捉える
【めあて】二つの記事読み比べ、同じ内容をまとめよう（１時）
【めあて】二つの記事を読み比べ、違いをまとめよう（２時）

振り返り

《３次の概要》
〈１時〉二つの記事を読み、それぞれの記事や写真に合う見出しを考える
【めあて】二つの記事にぴったりな見出しを、理由とともに考えよう
〈２時〉考えた見出しを交流し、記事の内容にあっているかどうかを考える
【めあて】見出しの交流を行い、それをもとに学習を振り返ろう

振り返り
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【単元の振り返り】（例）同じ出来事を書いているはずなのに、記事や見出しが違うことがわかった。そ
れは、それぞれの伝えたいことや意図があるからということであるので、これからは、伝えたいことを
しっかりととらえるために、見出し、リード、写真などとあわせて記事を読んでいきたい。
別府市立朝日小学校 山﨑教諭、杵築市立山香小学校 仲島教諭の実践をもとに作成

小学校国語科単元計画例【第６学年：読むこと

ウ】

【単元のねらい】３つの随筆を、２つの視点（①筆者が経験したことなどを通して②自分のものの見方、感じ方、
考え方などを自由に書く）で並行して読む活動を通して、他の随筆にも読み方を活用すること
で、自分の考えを明確にしながら読むことができる。
【単元のめあて】随筆の読み方を探り、それをいかして随筆研究家になろう
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《学習の見通しをもつ》
１【めあて】随筆を詳しく知るための学習について、単元計画を作ろう。
【課題】随筆を研究するには、どんな学習をすればよいか

まとめ
振り返り

《随筆を２つの視点から読み取る》
１【めあて】３つの随筆の題材となった物事やできごとを読み取ろう。
【課題】筆者が随筆を書く材料となった経験した物事やできごとの共通点は何
か。
２【めあて】３つの随筆の筆者のものの見方、考え方、感じ方を読もう。
【課題】筆者のものの見方、感じ方、考え方で自分に生かせることは何か。

まとめ
振り返り

《学んだ読み方を活用する》
１【めあて】並行読書したそれぞれの本から、筆者のきっかけや思いを発表し合
おう。
２【めあて】単元全体を振り返り、どのようなことを学んだかを確認しよう。
次の単元の「ミニ随筆を書く」活動に対して、楽しみなことや困り
そうなことを出し合い、どんな準備をすればいいか話し合おう。
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【単元の振り返り】（例）随筆は、身の回りに起こったことについて、思ったことや考えたことを自由に書い
ているということを今回の学習で学んだ。もう１度いろいろな随筆を読み直し、２学期に行う随筆を書くとい
う活動ができるよう、もっと周りに興味を持って、心と五感を使って取材メモをたくさん集めておきたいと考
えている。

単元「随筆家になろう」【第６学年：書くこと

ウ】

佐伯市立上野小学校 泉谷教諭の実践をもとに作成

単元構想例 小学校 社会科 ６年 「今に伝わる室町文化」
単元の目標：京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画を手掛かりに，今日の生活文化につながる室町文化が生まれたこと
を理解し、写真や絵画などの資料を比べたり結び付けたりして，文化に関する情報を適切に読み取り、調べた事象を関連付けたり総合したり
して，この頃の文化の特色を考え，文章で記述することができるようにする。

つかむ

調べる

ふたつの部屋の様子を比べよう。どのような違いや共通点があるだろう。
→【単元の学習問題】
室町文化にはどのような特色があるのだろう。また、今に受け継がれているものにどのようなも
のがあるのだろう。
○室町時代の文化の特色を知る
にはどのようなものを調べるとよ
いのだろう

○室町文化を代表する金閣と銀閣
には、どのような特ちょうがある
のだろう

○今に伝わる室町文化にはどのよ
うなものがあるだろう～雪舟の
作品の特徴を調べよう～

・金閣、銀閣、水墨画、茶の湯など
を調べるとよさそうだ。

・金閣は足利義満により、銀閣は
足利義政により建てられた。金閣
寺は・・・銀閣寺は・・・

・室町文化を代表するものに，雪
舟の水墨画があり，水墨画は現
在も人々に親しまれている。また、
茶を飲む習慣が広まり、能や狂
言も発展した。これらも現在に伝
わっている。

・室町文化には、中国の文化も影
響をあたえている。

まとめる

【まとめ】室町文化の特色や今に伝わっているものについてまとめよう
＜期待する児童の言葉＞
室町文化は、京都の室町に幕府が置かれた頃の文化で、中国の文化からも影響を
うけている。足利義政の頃にはふすまや畳，違い棚をもつ書院造や雪舟の作品に代
表される水墨画などが生まれ、いまの生活にも受け継がれているものが多い。
水墨画のよさを美術館の人から聞いてみよう（生け花や茶の湯を体験してみよう）

いかす

小学校 社会科単元計画例【「今に伝わる室町文化」】
【単元のねらい】京都の室町に幕府が置かれた頃の代表的な建造物や絵画を手掛かりに，今日の生活文化につながる室町文化が生ま
れたことを理解し、写真や絵画などの資料を比べたり結び付けたりして，文化に関する情報を適切に読み取り、調べた事象を関連付け
たり総合したりして，この頃の文化の特色を考え，文章で記述することができるようにする。

【単元のめあて】今に受け継がれている室町時代の文化について調べ、室町文化新聞をつくろう。
【単元の課題】室町文化にはどのような特色があるのだろう。また、今に受け継がれているものにどのようなものがあ
るのだろう。
【活動】東求堂と現在の和室の
写真を比較し、共通点や相違
点を話し合い、課題を設定する

１
時

【課題】ふたつの部屋の様子を比
べよう。どのような違いや共通点
があるだろう。

２
時

【課題】室町時代の文化の特色を
知るにはどのようなものを調べ
るとよいのだろう

【活動】教科書の写真や図書室
で室町文化を代表する建築物
や水墨画を探し、調査計画を立
てる

【まとめ・振り返り】室町時代の文化を代表する建物には金
閣と銀閣があることがわかった。また、かけ軸になっていた
水墨画は雪舟という人の作品だと分かった。それぞれどの
ような特徴があるのだろうか。

3
4
時

【課題】室町文化を代表する金閣
と銀閣には、どのような特ちょ
うがあるのだろう

【活動】図書やインターネット等
を使って金閣と銀閣や当時の
社会の様子なども調べ、比較
してその特徴を捉える

【まとめ・振り返り】室町時代は、中国との交流もさかんで、
義満が建てた金閣には金ぱくがはられていた。後に義政が
建てた銀閣は、ふすまや畳、違い棚をもっている書院造と
よばれるつくりで、たたみなどは現在にも受けつがれている。
雪舟の水墨画にはどのような特徴があるのだろう。

【課題】今に伝わる室町文化にはど
のようなものがあるだろう～雪舟
の作品の特徴を調べよう～

【活動】水墨画、雪舟について図
書やインターネット等を使って
調べ、その特徴や評価を知る

【まとめ・振り返り】雪舟がかいた水墨画は、墨一色の濃さで
風景などを描いていて海外でも評価がたかいことがわかった。
茶の湯，生け花なども室町文化が伝わったものようだ。どの
ような背景からこうした文化が生まれてきたのだろう。

【活動】学習してきたことを新聞
に整理し、室町文化について
紹介する欄を書いてまとめる

【単元のまとめ】室町文化は、京都の室町に幕府が置
かれた頃の文化で、中国の文化からも影響をうけてい
る。足利義政の頃にはふすまや畳，違い棚をもつ書院
造や雪舟の作品に代表される水墨画などが生まれ、
いまの生活にも受け継がれているものが多い。

5
6
時
７
時

【課題】室町文化の特色や今に伝
わっているものについてまとめよう

【まとめ・振り返り】床の間や棚のつくり、かかっている絵な
どよく似ている。ひとつは室町時代の建物と知っておどろい
た。室町文化にはどのような特徴があるのだろうか、他に
も今に伝わるものがあるだろうか。

新
聞
に
少
し
ず
つ
割
り
付
け
る

【単元の振り返り】水墨画のよさを美術館の人から聞いてみたり、生け花や茶の湯を体験したりして、振り返りと
する（他の教科や領域との関連で扱う）

単元構想例 小学校 社会科 ６年 「私たちの暮らしを支える政治」
単元の目標：地方公共団体や国の政治の仕組や働きについて，資料を活用したり聞き取り調査をしたりして調べ，社会保
障などの取組には地方公共団体や国の政治の働きが反映していることが分かり，政治は国民生活の安定と向上を図る
ために大切な働きをしていることを考えるようにする。

つかむ

◆◆地域の年齢構成グラフにはどのような問題がかくれているのだろう
→【単元の学習問題】
高齢化社会の課題に対し，国や市などはどのように取り組んでいるのだろう。
○お年寄りの願いを受け ○◆◆の高齢者福祉に
て、◆◆の役所等では、
かかる費用はどのよう
どのような取組を行っ
にまかなわれているの
ているのだろう
だろう

調べる

・聞き取り、広報誌、福祉
政策課、社会福祉協議
会等からのゲスト招聘
・高齢者福祉の取組

・広報誌、聞き取り、税の
はたらき

○国の政治はどのような
仕組みで行われている
のだろう

○私たちの願いをかなえ
るために、どのようなこ
とが大切なのだろう

・国会、内閣、裁判所の
はたらきと関係

・選挙のはたらき
・国民の政治参加

○予算の配分はどのよう
にして決められている
のだろう

・◆◆の予算配分、議会
のはたらき
・政治のはたらき

【まとめの問い】国や市などは私たちの暮らしをどのように支えているといえるだろう。
＜期待する児童の言葉＞
まとめる

国や市などは、私たちが出し合っている税金をもとに、私たちの豊かな暮らしを支えるために高
齢者福祉をはじめとして様々な取組を行っている。税金の使い道は私たちが選んだ代表が集ま
る議会で決められていて、私たちは政治に関心を持ち続ける必要がある。

小学校 社会科単元計画例【「私たちの暮らしを支える政治」】
【単元のねらい】地方公共団体や国の政治の仕組や働きについて，資料を活用したり聞き取り調査をしたりして調べ，社会保障などの取
組には地方公共団体や国の政治の働きが反映していることが分かり，政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしてい
ることを考えるようにする。

【単元のめあて】国や◆◆（市町村）と私たちの暮らしとの関わりを調べよう。
【単元の課題】高齢化社会の課題に対し，国や市などはどのように取り組んでいるのだろう。
【まとめ・振り返り】◆◆ではお年寄りが増えており、
若い人がどんどん減っている。今後もお年寄りの
生活を支えるためには、どのような取組が行われ
ているのだろう。

１
時

【課題】◆◆地域の年齢構成グラ
フにはどのような問題がかくれて
いるのだろう

【活動】過去と現在の年齢構成
グラフや写真等を比較し、問
題を見出す

２
時

【課題】お年寄りの願いを受けて、
◆◆の役所等では、どのような
取組を行っているのだろう

【活動】広報誌調べ、福祉政策課、
社会福祉協議会等からのゲスト
招聘、・高齢者福祉の取組の聞
き取りなどで調べる

3
4
時

【課題】◆◆の高齢者福祉にかか
る費用はどのようにまかなわ
れているのだろう

【活動】◆◆の予算配分、議会のは
たらき、政治のはたらきについて広
報誌で調べたり、税務署からのゲ
スト招聘などで調べる

【まとめ・振り返り】多くは、税金でまかなわ
れていた。税金はみんなが安全・安心な生活を
送るために役所が行うことに必要な費用で、議
会が使い方を決めていた。国の役所はどのよう
に運営されているのだろう。

【活動】国会、内閣、裁判所のはた
らきと関係について調べる

【まとめ・振り返り】法律などは国会で決められていて、国会
で決まったことを実行する役所は内閣がまとめていた。裁
判所は国会がつくった法律を基準にして人々の生活を守る
ための裁判をしていた。私たちの願いはどのようにして届
ければよいのだろう。
【まとめ】私たちの生活を守るルールや税金の使い道を決
める議会の代表は、選挙で選んでいた。どのような暮らし
をつくっていくかしっかり考えて、選挙に参加していく必要が
ある。選挙以外にも意見を伝えるいろいろな方法があるこ
とがわかった。

5
6
時

【課題】国の政治はどのような仕組
みで行われているのだろう

７
時

【課題】私たちの願いをかなえるため
に、どのようなことが大切なのだ
ろう

【活動】選挙のはたらき・国民の政
治参加について調べる

８
時

【まとめの問】 国や市などは私たち
の暮らしをどのように支えている
といえるだろう。

【活動】学習したことをもとに行政
機関と自分たちの生活との関係
について話し合って図に整理し、
今後の自分との関わりを考える

【まとめ・振り返り】お年寄りには様々な願いがあり、
役所や福祉協議会はいろいろな高齢者向け福祉
サービスを行っていることがわかった。こうしたお
金はどのようにまかなわれているのだろう。

【単元のまとめ】国や市などは、私たちが出しあっている税金
をもとに、私たちの暮らしを支えるために高齢者福祉などの
取組を行っている。税金の使い道などは私たちが選んだ代表
である議会が決めていて、私たちは政治に関心を持つ必要
がある。

【単元の振り返り】租税や行政機関などと自分の生活との関わりについて短文をかき、振り返りとする

小学校算数科単元計画（例）【第６学年：分数のかけ算】
【単元のねらい】分数の乗法について、整数や小数の乗法の計算に関連付けることを通して、分数の乗法の意味や計算の仕方を理解し、用
いることができるようにする。
【単元のめあて】分数のかけ算の意味や計算の仕方を理解し、用いることができるようになろう。

１時

【めあて】分数の計算の復習をしよう。 ○レディネステストを行う。○分数の加法、減法の復習をする。

振り
返り

２時

【課題】4/5×2/3という式になる
のはなぜか。

【活動】「言葉の式」「簡単な数字」「数直
線」で立式の理由を考える。

【まとめ】１あたりの大きさが4/5で、その2/3倍を
求めるので、式は4/5×2/3になる。

振り
返り

３時

【課題】分数に分数をかける計算
はどのようにすればよいか。

【活動】「数直線図」「習った形への式の変
形」を使って考える。

【まとめ】分数×分数は、分母どうし、分子どうし
をかければよい。

振り
返り

４時

【課題】「最後まで計算して約
分」と「計算途中で約分」のどち
らがよい方法といえるか。

【活動】「もし数が大きくなったら」「分数
×整数のときも」というように２つの解法を
比較して検討する。

【まとめ】分数×分数は「計算の途中で約分」した
ほうが数が大きくならずに正確に計算できる。

振り
返り

５時

【課題】整数×分数はどのよ

【活動】整数の８をどのように表せば
よいか考える。

【まとめ】整数を○/１と分数の形にして、分

振り
返り

６時

うに計算すればよいか。

【めあて】分数のかけ算ができるようになろう。

数×分数として計算すればよい。

振り
返り

練習問題

きも、面積の公式は使えるのか。

【活動】図を使い1/28㎡の15こ分なので、面
積は15/28㎡になることをグループで考える。

【まとめ】辺の長さが分数のときも、面積や体積の
公式を使うことができる。

振り
返り

８時

【課題】帯分数×帯分数は、あ
（帯分数を仮分数にして）か、い
（整数・分数に分けて）か。

【活動】図を使い、いの方法では「たりない
部分がある」こと、すべての面積はあの答え
と同じことを考える。

【まとめ】帯分数×帯分数は、帯分数を仮

振り
返り

９時

【課題】 「かけられる数」「かける数」
「積」にはどんな関係があるか。

【活動】１ｍの値段が２００円のリボンの、

10時

【課題】計算のきまりは分数

【活動】面積図をもとに、分配法則に

【まとめ】整数や小数のときに成り立つ計算

でも成り立つか。

ついてきまりが成り立つかを考える。

のきまりは、分数のかけ算でも成り立つ。

７時

11時

【課題】辺の長さが分数のと

1と2/5ｍ分の代金、3/5ｍ分の代金を比べる。

【めあて】分数のかけ算のまとめをしよう。

分数にして計算する。

【まとめ】かける数＞１なら積＞かけられる数。
かける数＝１なら積＝かけられる数
かける数＜１なら積＜かけられる数

まとめの問題

【単元の振り返り】「分数×分数はどのように計算するのかな」を問い、分数の計算の方法を振り返る。
（児童の記述の例）分数×分数は分母どうし、分子どうしをかければよい → わり算の計算にも使えるのかな。

振り
返り
振り
返り
振り
返り

小学校算数単元計画（例）【第６学年：速さ】
【単元のねらい】速さの表し方や比べ方について、単位量当たりの大きさの考えを基に数直線や式を用いて考える活動を
通して理解し、速さや道のり、時間を求め方を説明できるようにする。
【単元のめあて】速さの意味や表し方を理解し、道のり、時間と関連付けて求められるようになろう。
１時

【めあて】単位量当たりの大きさの復習をしよう。○レディネステストを行う。○単位量当たりの問題の復習をする。

振り
返り

２時

【課題】道のり、時間の異なる
２人の速さを単位量当たりの大
きさの考えを使って比べるとど
のように求められるか。

【活動】距離と時間のどちらも異
なる場合の速さの比べ方を考える。

振り
返り

３時

【課題】道のりと時間から、電
車とバスの速さはどのように求
められるか。

【活動】3000mを15分で進む路面電
車と4500mを６分で進むバスの速さ
の求め方を考える。

４時

【課題】速さと時間から、目的
地までの道のりはどのように求
められるか。

【活動】分速200mで20分進む路面
電車の道のりの求め方を考える。

【まとめ】進む道のりは、速さとかかる時
間から『道のり＝速さ×時間』で求めるこ
とができる。

振り
返り

５時

【課題】速さと道のりから、目
的地までの時間はどのように求
められるか。

【活動】分速100mで1400m歩いたと
きの時間の求め方を考える。

【まとめ】かかる時間は、進む道のりと速
さから『時間＝道のり÷速さ』で求めるこ
とができる。

振り
返り

【課題】決まった道のりを、単
位の異なる速さで進むとき、か
かる時間はどのように求められ
るか。

【活動】分速750mで進むバスが約
15km進んでときにかかる時間の求
め方を考える。

【まとめ】速さと道のりの単位が異なると
きの時間の求め方は、道のりを速さの単位
にそろえて『道のり÷速さ』で求められる。
求められた単位は速さの単位である。

６時

7，8
時

【まとめ】速さを比べるには
・「1ｍ当たり」にかかる時間で比べればよい。
・「1秒当たり」の道のりで比べればよい。

【まとめ】電車とバスの速さは、１分当た

りの道のりの考えで『道のり÷時間』で求
められる。

【めあて】「速さ」の学習のまとめをしよう。○いろいろな速さ（時速・分速・秒速）の練習問題を解き復習する。

振り
返り

振り
返り

振り
返り

【単元の振り返り】「１時間に4500枚コピーする機械と５分間に500枚コピーする機械の速さはどのように比べればよいか」を問い、本単元の速さの求め方と
関連付けて時間か枚数のどちらかにそろえて考えることで、本単元の速さの求め方を振り返る。

小学校算数単元計画（例）【第６学年：円の面積】
【単元のねらい】 円の面積の求める際に、円の面積の公式を用いて求めたり、おうぎ形や半円などを組み合わせて出来た図形の面積を求めたりすること
を通して、その過程を説明できるようにする。
【単元のめあて】
円の面積の求め方を理解して、使うことができるようになろう。

１時

【課題】
半径１０ｃｍの円の面積はお
よそいくらかな。

【活動】１ｃ㎡のマス目が書かれ
ている円のマス目を数えたり、
内接した正方形や外接した平方
形の面積から見当をつける。

【まとめ】半径１０ｃｍの円の面積
は、およそ３００ｃ㎡。（半径を１
辺とする正方形の二倍より大き
く、４倍より小さい。）

２時

【課題】
円の面積は、半径を１辺とす
る正方形の面積のおよそ何
倍になっているかな。

【活動】方眼を利用し、円周が通
るマス目の面積の数え方につい
て考え、より正確な面積を求め
る。

【まとめ】半径１０ｃｍの円の面積
は、およそ３１０ｃ㎡で、半径を１
辺とする正方形の面積のおよそ
３.１倍になっている。

振り
返り

３時

【課題】
円の面積を求める公式はつ
くれるのかな。

【活動】円を１６等分したおうぎ形を実際に
並べて変形したり、より多く等分した動画
を見たりして円が長方形に近づいていくこ
とを捉え、円の面積＝半径×半径×円周
率で求められることを説明し合う。

【まとめ】円はたくさん等分して並べる
と長方形に近づき、その横の長さは
円周の半分と同じ長さになるから、円
の面積を求める公式は「半径×半径
×円周率」である。

振り
返り

４時

【課題】おうぎ形の面積の求
め方はどのように説明するこ
とができるかな。

【活動】円の面積の公式を利用
し、式や図、言葉を使って、おう
ぎ形の面積の求め方について
考え、説明し合う。

【まとめ】公式を使って円の面積
を求め、それを、４等分すれば、
おうぎ形の面積を求めることが
できる。

振り
返り

５時

【課題】はっぱ形の面積の求
め方はどのように説明するこ
とができるかな。

【活動】 円の面積や三角形、正
方形などの面積の公式を利用し、
式や図、言葉を使ってはっぱ形
の面積の求め方について考え、
説明し合う。

【まとめ】今まで学んだ図形の面
積の求め方（円、三角形、正方
形）を使えるように、分けたり引
いたりしたら求めることができる。

振り
返り

６時

【めあて】公式を利用して色々な問題を解決しよう。 ○円の公式を用いることが必要になる様々な図形の求積問題に取り組む。

振り
返り

振り
返り

【単元の振り返り】円の面積は、円を等分して並べると形が長方形に近づくことから半径×半径×円周率で求められる。おうぎ形やいろいろな図形（半円な
どを組み合わせて出来た図形）は、円や三角形、正方形など、今まで学んだ面積の求め方が利用できる図形に分けたり、足したり引いたりしたら求めるこ
とができる。

小学校理科単元計画（例）［第４学年：とじこめた空気や水］
【単元のねらい】
空気及び水の性質について興味・関心をもって追究する活動を通して、空気及び水の体積
変化やおし返す力とそれらの性質とを関係付ける能力を育てるとともに、それらについての
理解を図り、空気及び水の性質についての見方や考え方をもつことができるようにする。
【単元のめあて】 とじこめた空気や水の性質について調べよう。
１時

【課題】ふくろに集めた空気に力をくわえるとどうなる
だろうか。

【まとめ】と【振り返り】

２時

【課題】とじこめた空気に力をくわえたら、空気の体積
や手ごたえはかわるだろうか。

【まとめ】と【振り返り】

３時

【課題】とじこめた水に力をくわえたら、水の体積はか
わるだろうか。

【まとめ】と【振り返り】

４時

【課題】空気でっぽうや水でっぽうをより遠くまで飛ばす
にはどうしたらよいだろうか。

【まとめ】と【振り返り】

５時

【課題】空気と水を同時にとじこめて力をくわえたら、空
気や水の体積はどうなるだろうか。

【まとめ】と【振り返り】

必
要
な
条
件
を
焦
点
化
し
て
い
く

【単元の振り返り】
○閉じ込めた空気を圧したときの、体積と圧し返す力の大きさの変化について振り返る。
○閉じ込めた水を圧したときの、体積と圧し返す力の大きさの変化について振り返る。
○空気や水のどのような性質を使って、おもちゃづくりをしたかについて振り返る。

小学校音楽科 題材計画（例） 【第５・６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生かした表現を工夫し、思いや意図をもって歌う力、
②声部の歌声や全体の響き、伴奏を聴いて、声を合わせて歌う力を育成する。

１時
～
３時
４時
５時

【めあて】音程やリズムに気をつけて歌おう。
振り返り

・楽曲全体の曲想や歌詞の内容を把握する。
・自分のパートの音程等を理解する。

【課題】自分たちの合唱をより表現豊かにするにはどうすればよいか。

①

②

■現状
の歌声

【課題】の提示
■考える
・合唱に足りない点、課題点
・工夫する点
※個人、パート別

③

④
■共有する／発表する
・合唱に足りない点、課題点
・工夫する点
※全体、パート別

【まとめ】
■確認する
・音の長さ
・音の強弱
・他パートを意識

★【課題】と【まとめ】 を踏まえた合唱活動（練習）

⑤
■練習する※個別、パート別
６時

⑥

⑦
■全体合唱

【めあて】全体の響きに気をつけながら合唱を仕上げよう

■振り返り
振り返り

【題材の振り返り】 （記述例）録音した合唱を聴くことで、自分たちの合唱に足りない点を気付くことができた。その足り
ない点について、練習を重ねることでより表現豊かな合唱をつくることができた。

小学校 図画工作科 題材計画 ５・6年 【糸のこのドライブ】
【題材のねらい】
・糸のこでシナベニヤを曲線に切って、組み合わせ方を、試したり見付けたりしてつくりたいものを思い
付く活動を通して、試したり、見付けたり、思い付く力を培う。

【題材のめあて】 糸のこを使って自分だけの新しい形や色の組み合わせを見つけよう。
１次
（２時間）

【めあて】シナベニヤを電動糸のこで面白い形に切り取ろ
う。
・糸のこがドライブするように曲がりくねった形に切り取る

振り返り

２次
（２時間）

【めあて】切り取ったパーツに水彩絵の具で鮮やかに色を
つけよう。
・水を少なめにして絵の具を溶き、美しい彩色を心がける。

振り返り

３次
（１時間）

【めあて】形や色を生かした組み合わせをいろいろ試して
自分らしくおもしろい作品を組み上げよう。
・接合の方法を工夫し、立体的で動きのある形に組む。

振り返り

４次
（１時間）

【めあて】自分と友達の作品の特徴について話し合い、表
現のよさを認め合おう。

振り返り

美制
し作
いを
表通
現し
をて
工、
夫〔
共
す通
る事
。項
〕
に
基
づ
い
た

【題材の振り返り】（記述例）
〇糸のこで板を曲線で切り取って、思いもよらなかった不思議な形ができた。
〇色々な形や色の部品を組み合わせることで、とてもおもしろい作品をつくることができた。
〇友達の表現がそれぞれ、切り方や組み方に特徴があって、いろいろな表現があることがわかった。

小学校家庭

題材計画（例） 【第５学年：快適な住まい方】

【題材のねらい】
○快適な住まい方について、環境に配慮しながら冬を健康で快適に過ごすためにはどうしたらよいかを考えることを
通して、自分の家庭生活に応じて健康で快適に住まうための工夫ができるようになる。
【題材のめあて】環境に配慮して、健康で快適に過ごすための住まい方について考えよう。
１次
（１時間）

【めあて】住まいの働きについて
知ろう。

《課題》冬を健康で快適に生活する
ための、よりよい住まい方について
考えよう。

まとめ
振り返り

２次
（２時間）

【めあて】
○効果的な採光や暖房、換気の
方法を考えよう。

《課題》冬を快適に暮らすにはどうし
たらよいだろうか。

まとめ
振り返り

３次
（１時間）

【めあて】省エネで、快適な住まい
方の実践計画を立てよう。

《課題》環境に配慮して、快適に過
ごすための住まい方について考え
よう。

まとめ
振り返り

家庭での実践
４次
（２時間）

【めあて】家庭での実践をもとに、省エネで快適な住まい方について考え、生活
に生かそう。
活動：家庭での実践を報告し、質問や感想を交換する。友だちの実践や自分
の反省をもとに、省エネで快適な住まい方についてまとめる。

振り返り

【題材の振り返り】 快適な住まい方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）自分や家族が生活する場所を快適で気持ちよくするために、工夫することが大切だと感じました。また、エネルギーを大事に
使いながら生活することの大切さに気付いたので、家で実践したことを続けていきたいと思いました。

小学校外国語活動単元計画（例）【第５学年】
【単元のねらい】私たちの市の代表的な場所や食べ物を紹介する活動を通して、相手に確認し
ながら聞いたり、聞き返したりする態度を育てる。
【単元のめあて】私たちの市の代表的なもの・ことについて伝え合い、私たちの市についてくわ
しくなろう。（４時間扱い）
１時

２時

３時

４時

【めあて】県内の他の市町村について知ろう。
〇県内の他の市町村の代表的な場所や食べ物についてのモデルス
キットを聞き、終末の活動の見通しを持つ。（コミュニケーション）

【めあて】ペアで理想の部屋について伝え合い、仲間の部屋
の特徴を知ろう。（慣れ親しみ）
〇Small Talk 〇”What’s special in your room?” “It’s nice.”
〇自分の考える理想の部屋の特徴を考え、交流する準備をする。

【めあて】学級の仲間と理想の部屋について伝え合い、仲
間の部屋の特徴を知ろう。（慣れ親しみ）
〇Small Talk 〇”What’s special in your room?” という表現を使って、グ
ループ内で伝え合う。 〇これまで習った “Pardon?” “One more time,
please.”などを使って、確認しながら聞く。

【めあて】私たちの市の代表的なもの・ことについて伝え合
い、私たちの市にくわしくなろう。（コミュニケーション）

振り返り

振り返り

振り返り

振り返り

〇Small Talk 〇私たちの市の代表的な場所や食べ物について調べ、
その内容をグループ内で交流する。

【単元の振り返り】
・聞き取りにくかった時に、相手に確認しながら聞いたり、聞き返したりしようとしたか。
・相手の言ったことについて、感想を付け加えようとしたか。

小学校外国語活動単元計画（例）【第６学年】
【単元のねらい】英語による道案内の活動を通して、場所や位置についての表現に慣れ親しま
せる。
【単元のめあて】友だちと協力してお宝をGetしよう。（友だちにわかりやすく場所や位置を説明
しよう。）（４時間扱い）
１時

【めあて】英語で、建物の名前を言ってみよう。
〇建物クイズ 〇キーワードゲーム （気付き）

２時

【めあて】いろいろなクイズで建物や動作を英語で答え
よう。（慣れ親しみ）

３時

【めあて】「どこにありますか？」と英語で尋ねたり答え
たりしよう。（慣れ親しみ）

４時

【めあて】道案内をしてお宝をGetしよう。
（コミュニケーション）

〇Small Talk 〇ジングル
〇道案内のしかた

〇ポインティングゲームなど

振り返り

振り返り

振り返り

〇Small Talk 〇ジングル 〇チャンツ 〇道案内をしてみよう
〇宝のあった場所を言ってみよう

〇Small Talk 〇ジングル 〇チャンツ 〇道案内をしよう
〇宝のある場所を友だちに説明しよう

【単元の振り返り】
・積極的に道を尋ねたり、道案内したりしようとしたか。
・物の場所や位置を尋ねたり、答えたりしたか。
・建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

小学校生活科単元計画（例） 【第２学年】

（全２６時間）

【ねらい】地域を探検したり、地域の人と交流したりする活動を通して、自分の生活が地域の人や場所
と関わっていることや地域の人と関わることの楽しさが分かり、親しみをもって地域の人と接することが
できるようにする。

【単元のめあて】 わたしの町のたからものを見つけよう
１次

２次

３次

４次

《どんな町なのかな》
1/4【めあて】通学路で見つけた物や場所・人を発表しよう。
3/4【めあて】町たんけんの計画書を作ろう。

体験
活動

《町をたんけんしよう》
1/8【めあて】お店で働く人などにインタビューし、探検カード
～4/8
に記録しよう。
6/8【めあて】町たんけんで発見したことを発表しよう
7/8【課 題】自分の発見と友達の発見は同じなのかな。

体験
活動

表現
活動

表現
活動

《親しくなった人のことをもっとくわしく調べよう》
体験
1/8【課 題】調べてみたい人や会ってみたい人がいるかな。
2/8【めあて】もっと調べたい人へ手紙を書いて、インタビュー 活動
～6/8
や調べ活動をしよう。
7/8【めあて】わかったことをまとめて発表会の準備をしよう。
《町のたからものを紹介しよう》
1/6【めあて】お世話になった人に招待状を書いて町のたからも
のを発表しよう。
4/6【課 題】町のたからものは町で働く人も入るのかな。
【めあて】気付いたことを学習カードにまとめよう。

体験
活動

まとめ
振り返り
まとめ
振り返り

表現
活動

まとめ
振り返り

表現
活動

まとめ
振り返り

【気付きの質の高まり】
対象への気付き・・・地域の人や場所への親しみや愛着をもち、そのよさを工夫して伝えようとしている。
自分への気付き・・・自分たちの生活は地域の人や様々な場所に支えられていることに気付いている。

小学校生活科単元計画（例） 【第２学年】

（全１４時間）

【ねらい】おもちゃづくりや動くおもちゃを使ったわくわくランドの遊びを通して、おもちゃの動きの面白さ
や不思議さに気付き、みんなで遊びを楽しむことができるようにする。

【単元のめあて】 おもちゃをつくってあそぼうよ
１次

《プレールームで遊ぼう》
1/3【めあて】身近なものを使って遊んでみよう。
2/3【課 題】自分でつくって遊びたいおもちゃがあるかな。
3/3【めあて】楽しかったことや気付いたことを紹介し合い、
おもちゃカードに記録しよう。

２次

《動くおもちゃをつくろう》
1/7【めあて】動くおもちゃづくりの設計図をかこう。
2/7【めあて】材料を選び、同じおもちゃのグループでいっしょ
につくろう。
6/7【課 題】比べたり試したりしながら動くおもちゃを改良で
きるかな。

３次

《わくわくランドで楽しもう》
1/4【めあて】わくわくランドの遊び方を話し合おう。
2/4【課 題】いろいろな人に楽しく遊んでもらえるかな。
4/4【めあて】わくわくランドの活動を振り返り学習カードに
まとめよう。

体験
活動
表現
活動
体験
活動

体験
活動

まとめ
振り返り

表現
活動

まとめ
振り返り

表現
活動

まとめ
振り返り

【気付きの質の高まり】
対象への気付き・・・身近な物でつくったおもちゃで遊べることや、工夫した動きのおもしろさや不思議に気付いている。
自分への気付き・・・おもちゃづくりや遊びの中で、友達と関わって遊ぶ楽しさ、友達のよさ、自分との違いに気付いている。

小学校総合的な学習の時間の単元計画（例）【第３学年：５０時間】
単元のねらい：佐伯の郷土料理であるごまだしについての探究的な学習を通して、地域活性化に関わる人々の思いや願いを知るとともに、
課題の解決に向けて必要な情報を収集し、必要に応じて比較・分類したり多面的に考えたりする力を育て、地域の食や活動
に関心をもち進んで関わろうとする態度を育てる。
単元のめあて：自分たちのごまだし料理をつくろう
小
単
元
１
20ｈ

小
単
元
２
15ｈ

小
単
元
３
15ｈ

【小単元１のめあて】みんなで解決していく課題をつくろう
【導入】
社会科の「私たちの市」
の学習から発展させて
「ごまだし」に目を向けさ
せ、名物であるわけに
ついて興味・関心を持た
せる。

【課題の設定】
多くの種類のごまだしを提
示し、「同じ地域なのに、ど
うしてこんなにたくさんの種
類の「ごまだし」があるのだ
ろう」と投げかけ、知ってい
ることを共有する。
（ウェビングマップ）

【情報の収集】
・ごまだしについての情報
集める。
・家族、パンフレット、お店、
地域で活動している団体な
ど。
・GTの支援を受けながら、
実際に作ってみる。（体験
活動）

【整理・分析】
・収集した情報や
体験活動を通して
分かったことを、視
点を決めて分類・
整理する。

【まとめ・表現】
・ごまだしについて分
かったことを、新聞に
まとめる。
・自分たちの力で、ご
まだし作りに挑戦する。
【体験活動】

【振り返り】
・古くからごまだしが作られてい
る理由が分かった。ごまだしに
ついて調べたり、自分たちだけ
で作ったりしてみて、使い方がた
くさんあることが分かった。自分
たちのごまだし料理にも挑戦し
て、みんなでパーティをしたい。

【小単元２のめあて】自分たちのオリジナルごまだし料理をつくろう！
【課題の設定】
・自分たちの力で
ごまだし料理をつ
くるために、必要
なことは何だろう
か？

【情報の収集】
・ごまだしを使った料理を
調べる。
・ごまだしの材料などをお
店の人や家族に聞く。
・調べてきた料理をグルー
プで共有する。

【整理・分析】
・調べたり、考えたりしたご
まだし料理から、パーティ
に出す料理を決める。
・「一度にたくさん作れる」
「簡単にできる」「時間が
かからない」３つの視点で、
マトリックスを使って話し
合う。

【まとめ・表現】
・選んだ料理を
作って試食する。
【体験活動】

【情報収集】
・パーティの内容についての
アイディアを出し合う。
・アイディアを実現するための
準備について調べる。

【整理・分析】
・それぞれのアイディ
アを、「みんなが楽し
める」「準備が簡単」な
どの視点で話し合う。

【まとめ・表現】
・パーティに出す
ことになったごま
だし料理の作り
方をレシピにまと
める。

【振り返り】
・パーティに出す料理も
決まったし、レシピも完
成した。いままでお世話
になった人たちを招待し
て、ごまだしパーティを
成功させたい。パーティ
の準備を頑張りたい。

国語科との関連

【小単元３のめあて】お世話になった人たちを招待して、ごまだしパーティを開こう！
【課題の設定】
・ごまだしパーティを
成功させるための内
容と準備はどのよう
にすればよいか。

【整理・分析】
・試食の結果を
受けて、パーティ
に出す料理を決
める。
・P&Sシートを
使って、改善策
を考える。

準
備

【まとめ・表現】
・これまでに考えたり取り組んで
きたりしたことを、相手意識や目
的意識を明確にしてまとめる。
・ごまだしパーティを開く。

【振り返り】
・ごまだしパーティを成功させるこ
とができてよかった。調べたことや
まとめたことを、家族や地域の人
たち、他の学年の人にも伝えたい。

【単元の振り返り】（期待する姿）
・１年間学習してきて、ごまだしのことがよく分かった。自分たちで作ったごまだしが、とても美味しくできてよかった。今までごまだしについて詳しくなかったけど、「ごまだしうどん大作戦」の人
たちがやっていることや、いろいろな料理に使えることが分かってよかった。みんなと力を合わせてパーティを成功させることができたので、がんばってきてよかったと思う。 など

小学校総合的な学習の時間の単元計画（例）【第４学年】
単元のねらい：〇〇川の生き物との関わりや生き物に関する調査活動、川の環境を守るための取組をしている人々とかかわる探究的な学習を通して、
〇〇川の生き物やそれを取り巻く環境、人々とのかかわりについて理解し、体験活動から課題を見出し、解決に必要な情報を収集し、目的
に応じて比較・分類・関連付けて考える力や相手意識・目的意識を明確にして表現する力を育てるとともに、進んで生き物や人々にかかわっ
たり、生き物が暮らしやすい環境に改善したりしようとする態度を育てる。

単元のめあて：〇〇川探検隊！～生き物がいる川を大切にしてもらうための取組を進めよう～
小
単
元
１
20ｈ

【小単元１のめあて】〇〇川の生き物を元気に育てよう
【体験活動】
・〇〇川に生き物を捕りに行き、学校
等で飼育するための環境を整える
◆〇〇川の生き物を元気に育てよう！
◆学校や地域のみんなは、〇〇川の
生き物を知っているのかな？

【情報収集】
・〇〇川の生き物を見たり飼ったりし
たことがあるか、学校のみんなに尋ね
る。
・アンケート結果や飼育している生き
物の状況から、今後の活動を考える。

【整理・分析】
・アンケート結果について、
視点を決めて分類・整理する。
・これまでに飼育、観察した
生き物の状況を、視点を決
めて分類する。

理科との関連
小
単
元
２
20ｈ

小
単
元
３
30ｈ

【情報の収集】
・〇〇川の水は、日にちや時間に
よってどのように変わっているのか
調べる。
・満潮、干潮のときの水の深さや流
れ、水質等について、生き物の生息
と関連付けて調べる。
・川の環境に詳しい方をGTとして招
く。

【課題の設定】
◆生き物を元気に飼ったり、
〇〇川のことをもっと知っ
てもらうためにはどうすれ
ばいいのかな？

国語科との関連

【小単元２のめあて】生き物を元気に飼えるように〇〇川のことをもっと知ろう
【課題の設定】
・夏休みの自由研究発表会を行う。
◆せっかく捕ってきても、生き物が死ん
でしまう。教室で飼っている生き物を元
気に飼うようにするには、どうすればい
いのだろう？
・教室で飼っている生き物をどうすること
が幸せなのか調べたり話し合ったりする。

【振り返り】
・〇〇川の生き物を見たり
飼ったりしている人が少な
くて驚いた。たくさんの生
き物がいる〇〇川の環境
などについても調べ、生き
物を元気に飼えるようにし
たい。

【整理・分析】
・調べて分かったことを、視
点を決めて分類する。
◆生き物がもともとすんで
いた環境に近づけることが
大切だ！

【振り返り】
・何度も〇〇川に出かけて川の様
子や生き物の様子を調べてみて、
〇〇川のことが好きになった。み
んなにもこの川のことを好きに
なってほしいけど、ゴミの多さが
気になった。〇〇川のゴミを減ら
すことはできないだろうか？

【まとめ・表現】
・生き物のことや調べ
たことを新聞などにま
とめる。
・現在の〇〇川の環
境について、気になっ
た点を話し合う。

【小単元３のめあて】生き物がいる〇〇川を大切にしてもらうための取組を進めよう
【課題の設定】
◆生き物がいる川
を大切にしてもらう
ためには、どのよ
うな取組を進めれ
ばよいだろうか？

【情報の収集】
◆〇〇川源流探検
◆クリーンキャンペーン
◆生き物捕まえ隊
◆教室の生き物紹介！
◆チラシやポスター製作
・それぞれの活動に必要な情報を収集する。

実
行

【整理分析】
・自分たちが実行した
取組に参加した人々
のアンケート結果を
整理する。
◆〇〇川のことが好
きになってくれたか？

【まとめ・表現】
・みんなの意見をもとに、取
組内容を見直す。（生き物
の解説を増やす、宣伝活動
をする、等）
・新たな取組についても考
える。

実
行

【まとめ・表現】
・取組に対する意見をまと
める。
・これまで飼ってきた生き
物を〇〇川へ返す。
・お別れの会を開く。

【単元の振り返り】（期待する姿）
・１年間学習してきて、自分たちの〇〇川にはたくさんの生き物がいることや、〇〇川を大切にしていこうとしている人々がいることが分かった。学校（教室）で生き物を飼うためにみんなで協
力したこともがんばった。〇〇川を大切にするための取組も進めてきたけど、これで終わりにするのではなく、自分にできることはこれからも取り組んでいきたい。
など

小学校総合的な学習の時間の単元計画（例）【第５学年：７０時間】
単元のねらい：米作りや米を使った調理に関わる活動を通して、食料を生産する苦労、工夫、喜びを実感するとともに、米文化の多様性に気付いたり、 米菓作り
に携わる人々の商品に寄せる思いや願いを感じ取ったりするとともに、米作り等に関する課題を見付け、必要に応じて情報を収し、目的に応じて
比較したり焦点化して考え、効果的にまとめ表現する力を育てるとともに、米作りと自分たちを結び付けながら、生活を見直していこうとする態度を
養う。

単元のめあて：ごはんもりもりプロジェクト ～ 発見！お米の可能性 ～ お米のよいところを発見・発信しよう
小
単
元
１

20ｈ

【小単元１のめあて】米作りを体験し、おいしいお米がたくさん収穫できるようにしよう

【課題の設定】
・社会科の「食糧生産を
支える人々」と関連させ、
GTとともに田植えなどを
体験する。
「おいしいお米がたくさ
ん収穫できるようにしよ
う」

【情報の収集】
・米作りについて知っている
こと、疑問に思っていること
を共有し、必要な情報を収
集する。
・GTにお話を聞く。
・稲の成長の様子を継続的
に観察する。

【整理・分析】
・米作りについて調べてことを分類・
整理する。
・米作りに関わる人々の思いや願い
を整理する。
・日頃の食生活を振り返り、給食のご
はんの残りを減らすための取り組み
を考える。（ごはんもりもりPJ①）

社会科・理科との関連

小
単
元
２
30ｈ

小
単
元
３
20ｈ

【まとめ・表現】
・米作りについて整理
したことを新聞等にま
とめる。
・ごはんもりもりPJ①の
取組の様子を振り返っ
てまとめる。

特別活動との関連

【振り返り】
・米作りを体験したり、米作りに携わる人々
の思いや願いを聞いたりして、食料生産の
苦労や工夫、お米をもっと食べてほしいとい
う思いが分かった。自分たちのお米も大切に
育てたい。たくさん収穫できたら、そのお米を
使って調理したり、ごはんに合うおかずなど
を考え、もっとおいしく食べられるような取組
をしてみたい。

【小単元２のめあて】収穫したお米を使って、「ごはんもりもりプロジェクト②」を進めよう
【お米の収穫】
・稲刈り、脱穀、
精米をする。

【課題の設定】
・「ごはんもりもりプロ
ジェクト②」を進めるた
め取組は何がよいか。
・米菓作り
・ごはんに合うおかず
づくり（ごはんの友）
・PR新聞づくり 等

【情報の収集】
【整理・分析】
・米からどのような食品ができ
・「米が主役になる」
ているのか調べる。
「みんなで食べられ
・米菓の作り方を調べる。
る」「日本文化が感じ
・全国各地の「ごはんの友」を
られる」という視点に
調べる。
沿って、作りたいもの
を決める。
・ごはんの友に加工できそうな、
地域の農作物等を探す。
・ごはんのよさを調べる。
家庭科との関連

【整理分析】
・発表する内容を考える。
・１年間の米作りについての情
報をまとめる。GTの思いや願い
を入れる。
・米菓作り、ごはんの友作りな
ど、活動内容をまとめる。

【整理・分析】
・P&Sシートを
使って、改善策
を考える。
・専門店の作り
方も参考にする。

【振り返り】
・みんなにごはんをもっ
とたくさん食べてもらうた
めに、自分たちの米菓や
ごはんの友を作ることが
できた。ごはんのよいと
ころなども、多くの人たち
に紹介していきたい。

国語科との関連

【小単元３のめあて】「ごはんもりもりプロジェクト」の発表会をしよう
【課題の設定】
・●●文化祭で伝え
る内容や方法はどの
ようにすればよいか。

【まとめ・表現】
・１回目の調理、
試食をする。
・試食の結果を
視点に沿って分
類する。
・専門店の作り
方を調べておく。

【情報の収集】
・発表する内容を深める
ための情報を再度収集す
る。
・効果的に伝えるための
方法を考える。
国語科との関連

準
備

【まとめ・表現】
・１年間の活動内容や、考えたり
したこと、みんなにも「ごはんもり
もりプロジェクト」を進めてほしい
ということ等について、相手意識
や目的意識を明確にしてまとめ
る。

【振り返り】
・自分たちが活動したことを紹介し
たり、米菓やごはんの友などを実
際に食べてもらうことができてよ
かった。みんなにもごはんのよさ
やおいしく食べる工夫が広がった
かな。

【単元の振り返り】
・お米を育てることの苦労、工夫や、お米を食べる量が年々減っていることなどから、この１年間取り組んできたことを忘れずに、ごはんをおいしく食べる工夫を自分なりに進めたい。米づくり
に関わる人々の「もっと食べてほしい」という思いがよく分かった。日本の食生活を支えてきたお米を、もっと大事にしたいと思った。
など

小学校総合的な学習の時間の単元計画（例）【第６学年】
単元のねらい：自分たちの地域の世界農業遺産についての探究的な学習や、その維持と発展にむけて尽力する人々に関わる活動を通して、自分たちの
地域にある世界農業遺産のすばらしさやよさを理解するとともに、学習した内容を視点を決めて分類したり、発信する内容を焦点化したり
して考え、相手や目的を明確にして表現する力を育成するとともに、郷土を大切にしようとする態度を養う。

単元のめあて：世界農業遺産の自慢を発信しよう
小
単
元
１
20ｈ

小
単
元
２
35ｈ

小
単
元
３
15ｈ

【小単元１のめあて】世界農業遺産について調べよう
【単元のめあて】
自分たちが住んでいる
地域が世界農業遺産に
認定されていることにつ
いて、知っていることや
知らないこと等を出し合
い共有し、単元のめあ
てを設定する。

【情報収集】
・ため池やクヌギ林を実際に
歩いてみる。
・ゲストティーチャーの話を聞
く。
・しいたけを使った料理教室
・シチトウイで作品を作ってい
る芸術家との交流

【整理分析】
・体験活動やGTの話など
について、マトリックス等で
視点を決めて整理する。
・どのような情報がどの程
度集まっているか確認す
る。

【振り返り】
・日ごろはあまり意識して
いなかったけど、自分たち
の住んでいる地域には自
慢できるものがたくさんあ
ることが分かった。地元の
人たちや、このあたりを訪
れる観光客の方たちは、
この地域のいいところを
知っているのかな？

【まとめ・表現】
・体験活動等で得た
情報について、「世界
農業遺産じまん新
聞」にまとめる。

国語科との関連

【単元を通した課題】
★実際に歩いたり、体
験したりして、自分たち
の住んでいる地域には
自慢できるものがたくさ
んあった。このことを、
もっとたくさんの人に
知ってもらおう！

【小単元２のめあて】世界農業遺産についての調査をして、発信する内容と方法を決めよう
【情報の収集】
・空港や道の駅など
で、世界農業遺産や
自分たちが体験して
きたことについて、
知っているかどうか
調査する。

【課題の設定】
・自分たちの地域
の自慢を、もっと
多くの人たちに
知ってもらうため
には、どうすれば
よいか。

【情報の収集】
・小単元１で体験したこと
について、「これは絶対
伝えたい！広めたい」こと
を絞り込むために、GTに
話を聞いたり、再度体験
したりする。

【整理分析】
・伝えたいことがら（しいた
け、クヌギ林、シチトウイ、
ため池と農業など）ごとに、
伝えたい内容をピラミッド
チャート（ランキング）で絞
り込む。

【まとめ・表現】
・伝えたい内容が決まったら、
伝えるための効果的な方法を
考える。（国語科との関連）
・より効果的に伝えるための素
材を収集する。（写真、動画な
ど）

国語科との関連

【振り返り】
・世界農業遺産について、よく
知っている人と知らない人がいた。
もっとよく知ってもらうために、伝
えたいことと方法をみんなで考え
た。これから伝えるための準備を
して、多くの人たちに世界農業遺
産のすばらしさを伝えていきたい。

【小単元３のめあて】今まで調べたり体験したりして見付けた世界農業遺産の自慢を発信しよう
【課題の設定】
・自分たちの発表
をもっとよくするに
は、どうすればよ
いか。

【情報収集】
・グループごとに発表を見合い、意見
交換をする。
・自慢を伝えるためにつくったチラシや
新聞などを多くの人に見てもらい、意
見をもらう。

【整理分析】
・意見交換をしたり、多くの人の意見をKJ法でまとめ、
解決すべき事柄を見出す。
・解決すべき課題と改善策を、P&Sシートを用いて考
える。
・チラシやポスターなど、日ごろ目にしているものと自
分たちのものと比較し、効果的な表現について考える。

【まとめ・表現】
・GT、体験活動でお世話になった方々、地域の方
などを招いて世界農業遺産の自慢発表会を行う。
・実際に体験活動を行うブースを設ける。
・農産物を使って開発した料理等を振舞う。
・チラシやポスター、パンフレットなどを観光協会
の方にプレゼンする。

国語科との関連

【単元の振り返り】（期待する姿）
・１年間学習してきて、自分たちにはたくさん自慢できることがあった。農産物などに関わっている人たちが、どんな思いで働いているのかも分かった。地域のすばらしさについて、伝えたいこ
とや方法をみんなで考えて、多くの人たちに伝えられたと思う。自分たちの住んでいる地域がとてもいいところなんだということがわかったから、これからもっと大事にしていきたい。 など

