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第２学年 生活科学習指導案
日時：２０１９年９月９日５限

１．題材名 校区たんけん

２．本時のめあて
秋の江方面に行って分かったことや気づいたことを、（自然・人）（建物）（安心・安全・優しさ）に

分けて振り返ることにより、地域の特徴に気づき、住んでいる町に関心を持つことができる。

３．学習計画 （全３６時間） １サイクル９時間×４回（古宮方面・秋の江・田中・鮮浜方面）
活 動 内 容 活動形態 時間

１．探検に行く計画を立てよう。 班 １
２．探検をしよう。 班 ２
３．探検をして分かったことや気づいたことをまとめよう。 班 ２
４．分かったことや気づいたことを紹介し合おう。 全体 １
５．分かったことや気づいたことを分類して地図にまとめよう。 全体 ２

（自然・人）（建物）（安心・安全・優しさ）
６．探検のまとめをしよう。 全体 １ （本時）

４．本時案
学習活動 教師の意図と働きかけ 評価の視点

前時までは、探検で撮った写真について分かったことや気づいたこと
をカードにまとめ、（自然・人）（建物）（安心・安全・優しさ）に分
類して、地図で場所を確認する活動をしている。

１．本時の活動を知 ○秋の江方面で分かったことを、（自然・人）（建物）（安心・安全
る。 ・優しさ）別に振り返り、まとめをしていくことを知らせる。

２．どんなところだ 【課題】秋の江方面はどんなところだったかな。 探検で分かった
ったか出し合う。 ○写真や地図を見せながら振り返らせていく。 ことを思い出し

（自然・人） ながら発表でき
・秋の江広場にきれいな花がたくさん咲いていたよ。 たか。
・戎野さんが大きな鯛を釣っているのを見せてくれたよ。

・坂が多くて道も狭かったよ。

・海がきれいで、たくさんの漁船があったよ。

・トンネルの近くで崖崩れが起こっていて驚いたよ。

（建物）
・海の安全を願う恵比寿様やお地蔵様が祭られていたよ。

・大きいお寺があったよ。

・「関アジ関サバ」と書いている漁協があったよ。

（安心・安全・優しさ）
・学校の上の道は、海抜が 20ｍ以上あったよ。
・秋の江の道は、海抜が 2～３ｍで津波の時危険だよ。
・学校が地震・津波時の避難場所だったよ。

・トンネルがあるので、くねくね道より安全だよ。

・バス停に待合所があるので、雨のとき安心だよ。

・カーブミラーがあるので安心だよ。

・グランドゴルフ場にトイレがあって便利だよ。

○文を書くことが苦手な子がいるので、出された内容を板書して残
し、次の活動の意欲へつなげる。

３．カードにまとめ ○まとめ方が分からない時は、班で協力しながらしていくように声 班で協力してま
る。 かけを行う。 とめることがで

きたか。
４．本時のまとめを ○古宮方面との違いを考えながらまとめていく。
する。 【まとめ】秋の江方面は、海がきれいで海の安全を願う建物が

ある・広場にたくさんお花がある・坂が多くて道が狭い・車の
通る道は海抜が低く津波の時危険という特徴がある。

○次の校区探検は、田中方面であることを知らせる。
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つうがくろ あきのえほうめん （ ）ごうしゃ

①けいかくをたてよう
★めんばあ ◎りいだあ ○ふくりいだあ

◎

○

★しゃしんの まいすうちぇっくがかり

★めあてと はんせい ◎よくできた、○できた、△もうすこし

なまえ
めあて

みんなでたすけあう。

じぶんのかんがえをいう。
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（ ）ごうしゃ
②たんけんに いこう
★しゃしんの まいすうちぇっく

１・２・３・４・５・６・７・８・９・１０

１１・１２・１３・１４・１５・１６

★めあてと はんせい ◎よくできた、○できた、△もうすこし

なまえ
めあて

こうつうるうるを まもってあるく。

ちいきのひとに あいさつをする。

みんなで たすけあう。

じぶんのかんがえを いう。

（ ）ごうしゃ
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③はっけんしたことをまとめよう
★しゃしんえらびと おはなしするひと

１ ５ ９ １３
２ ６ １０ １４
３ ７ １１ １５
４ ８ １２ １６

★しゃしんのおはなしを かんがえよう。

★はっぴょうのれんしゅうをしよう。

★めあてと はんせい ◎よくできた、○できた、△もうすこし

なまえ
めあて

みんなで たすけあう。

じぶんのかんがえを いう。

ことばを はっきりという。

きこえるこえでいう。

きをつけとれいを あわせる。

④はっぴょうしよう （ ）ごうしゃ
★めあてと はんせい ◎よくできた、○できた、△もうすこし

なまえ
めあて

みんなで たすけあう。
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ことばを はっきりという。

きこえるこえでいう。

きをつけとれいを あわせる。

さいごまで しずかにきく。

（ ）ごうしゃ
⑤かつどうを ふりかえろう
★たのしかったこと

★がんばったこと

★はじめてしったこと

佐賀関の宝
コース 佐賀関の宝 ひみつ

水産物コース ・潮の速い高島の近くでとれる。（身が引き締まっている）
（関アジ関サバ） ・瀬つき魚（頭が小さく、よく太り、脂肪量が一定）

・一本釣りや面買い（魚に触らないので新鮮）
・有名 ・商標登録するのに粘り強く取り組んだ。

・東京で関アジ関サバのおいしさをＰＲしていった。
自然コース ・黒ヶ浜 ・日本の渚１００選に選ばれた。
（海・山） ・蛇紋岩でできている。

・白ヶ浜 ・雲母片岩中の石英が波に打たれて丸くなった。
冷暖玉で「冬は暖かく、夏は冷たい」といわれ、昔から碁
れいだんぎょく

石として珍重されていた。
・白木
・遠見山 ・朝日山とも言われる。７１５年に関司がおかれ交通取締を

行った。
・奈良時代には、のろし所で有名。常に太宰府との連絡が保
たれていた。
・江戸時代には、参勤交代の見張りの番所が置かれ、のろし
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をあげていた。
・城山
・豊予海峡 ・せとうち風景３０選

お寺コース ・明通上人が５才の時、風波のため古宮に上陸し、その後も
（徳応寺） 当地に残り、１６１５年父順信が建てた沖ノ島の徳応寺を佐

賀関に移した。
・関地区で一番大きいお寺。
・坂本竜馬や勝海舟が泊まった。

神社コース
（早吸日女神社） ・西暦紀元前６６７年に神武東遷伝説の中で、海女が海底か

ら取り上げた神剣を奉納して建てられた物で、初代の天皇が
祭られたと伝えられている。７０１年に古宮からここに移さ
れ、１６００年に全焼したが、加藤清正が２年後に再建し、
細川侯が修築・再建して今に至ってる。大分県で最も古くか
らあった社。
・総門は県内一の大きさ。
・市と県の有形文化財の指定を受けている。

工場コース
（日鉱製錬所）
関の鯛釣り踊り
コース

座席配置図
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