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はじめに 

平成 20 年に告示された小学校学習指導要領では，「総合的な学習の時間」の「目標」として，「横

断的・総合的な学習や探究的な学習を通して，自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に

判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに，学び方やものの考え方を身に付

け，問題の解決や探究活動に主体的，創造的，共同的に取り組む態度を育て，自己の生き方を考え

ることができるようにする。」としている。本校では、「一人で考え 人と考え 最後までやりぬく

子」という学校教育目標をふまえ，「学び合い活動」を通して，個の「考える力」を育てる研究を進

めていきている。また，本年度より「学びを創り続ける子どもの育成」という研究テーマを設定し，

子どもたちが自分たちの手で学びを創ること，その手をとめることなく創り出していくことに着目

することで，子どもたちの学びを豊かに育成することを目標に研究推進をしている。  

本校総合的学習では，平成 22 年度から平成 24 年度において，研究主題「人と関わり学ぶ活動を

通して、共生する生き方を考える子どもの育成」を目標として研究推進してきた。「様々な人々や動

植物が支え合い生きている社会や自然環境の中で人間の責任を自覚することができる生き方」を「共

生する生き方」と定義し，総合的学習の各活動の中で，様々な人たちと関わり学ぶ活動を通して，

相手の立場に立つこととはどういうことなのか，他者や自然環境に自ら積極的にアプローチするこ

ととはどのようなことなのかについて，探究的な活動を通して考えることができた。 

 本年度より，相手の立場に立つことの大切さ，他者や自然環境へ自ら積極的にアプローチするこ

とにさらに焦点を当て，「探究的な活動の展開を通した自他尊重の生き方を考える子どもの育成」

をテーマに本校総合的学習の研究を進めることにする。子どもが自ら課題を見つけ，自ら考え，学

ぶ「探究的な活動」を進める中で，自他尊重の生き方を考えることができる子どもを育てていきた

いと考える。探究的な活動の中で自他尊重の生き方を考える子どもを育成するために，図 11-1 のよ

うな目標を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11－1 探究的な活動の中で「自他尊重の生き方を考える子ども」を目指すための各目標 
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図 11－2 総合的学習における探究的な活動の過程 

１ 本校総合的学習においてめざす子ども像 

 総合的学習における研究テーマ「探究的な活動の展開を通した自他尊重の生き方を考える子ども

の育成」に基づいて，めざすべき子ども像を次のように捉えている。 

 

○探究的な活動の中で，主体的かつ意欲的な活動を行うことで学びを連続発展させていく子ども 

○様々な場面で関わる他者と自分自身を尊重することができる子ども 

 

（１）「学びを創り続ける子どもの育成」を目指す探究的な学習 

  小学校指導要領解説「総合的な学習の時間 

編」（平成 20 年）には，総合的な学習の時間に 

おける探究的な活動は，「課題の設定」「情報の 

収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の活動が 

発展的に繰り返されていく学習活動であるとし 

ている（図 11－2）。本校研究主題においては， 

「学びを創り続ける子どもの育成」を目標とし 

ているが，総合的学習においては，この「探究 

的な活動」が「学びを創り続ける」ことである

と定義する。また，本校総論においては，教科・領域における，様々な学びの対象との出合い，自

らの成長の実感，更なる成長への期待など具体的な場面における子どもの姿が，学びを創る過程を

連続発展させる推進力となるとしている。総合的学習においても，探究的な活動の過程におけるさ

まざまな場面での子どもの姿を，学びを創る過程を推進させる場とし，主体的かつ意欲的に活動す

ることで子どもの学びを連続発展させることができるようにしたいと考える。探究的な活動におけ

る子どもの具体的な姿について表 11-１に示す。 

         表 11－１ 探究的な活動におけるめざす子どもの具体的な姿 

探究的な活動 
学ぶ対象に関わる姿 

〔総論 2(2)より〕 
探究的な活動の具体的な姿 

（5 年『平野ハートフルプロジェクト～心のぬくもりを感じよう～』より） 

課題の設定 a 出合う 

b 働きかける 

各学年における活動内容の中で，沸き上がってくる疑問や関心をふまえて，

自らの課題を見つける。 

◎「心のぬくもりって何かな」 

◎「みんなが心のぬくもりを感じるにはどうすればいいか考えよう」 

情報の収集 c 自らの問題とする 今後の活動に生かすことができる具体的な情報を得ることにより，見通しを

持つことができる。 

◎「楽しいグループ活動にはどんなものがあるかな」 

◎「心のぬくもりを感じるためにこの方法が使えるかもしれないね」 

整理・分析 d 試行錯誤する 

e 解決する 

収集した情報を自分なりに整理し，課題を解決するために適切なものである

か判断をする。またそれをもとに課題解決へとアプローチをする。 

◎「実際にしてみると，ただ『楽しい』だけなってしまっているね。 

やはりもっとじっくり『心のぬくもり』を考える時間が必要だね」 

◎「みんなの心を一つにするためには，今回行った活動では不十分だった 

かもしれないね」 

まとめ・表現 f 成長を実感する 

g 学びを続ける楽しさに 

気付く 

これまでの活動から明らかになったことをまとめ，表現をする。 

◎「じっくりと考える時間が『心のぬくもり』につながったね」 

◎「相手の立場を考えて活動をするとこちらも楽しいね」 

◎「今回わかったことを他のグループや他の学年に伝えよう」 

→次の課題の 

設定へ 

h 新たな問題を発見する 

a 出合う 

b 働きかける 

これまでの活動をふまえて，新たな課題を設定する。 

◎「心のぬくもりを感じることを何につなげていけばいいかな」 

◎「2 回目の交流ではもっと心のぬくもりを感じたいね」 



（２）自他尊重の生き方 

昨年度までのテーマであった「共生する生き方」をふまえ，「自ら積極的に他者に関わっていく中

で，相手の立場に立つことの大切さを感じながら相手を尊重し，それらを通じて自尊感情を育むこ

とできる生き方」を「自他尊重の生き方」とし，「自他尊重の生き方を考える子どもの育成」を本校

総合的学習の目標とする。  

本校総合的学習の活動においては，地域の方々，専門家の方々，保護者の方々，他学年や他校の

児童生徒など様々な人たちとのかかわりの中で学習を進めていく。それらの方々とのかかわりの中

で，自らの成長にアプローチをすることができる学びを得るためには，相手の立場に立って，一人

一人のパーソナリティーや生き方を本当に意味で理解する必要がある。相手を衷心より尊重し，限

られた活動の中での出会いの場を有意義なものにしていくことができる子どもを育てたいと考える。 

 同時に，様々な方々との関わりの中で，また探究的な活動において自己成長を感じる中で，自分

自身を十分に見つめ，自尊感情を高めていきたいと考えている。 

２．研究主題にせまるための各目標及び「つけたい力及び態度」 

本校総合的学習においてめざす子ども像にせまるため，探究的な活動を進める中で，児童の「成

長意欲」を基盤として，「自他尊重の態度」を育成することを最大の目的としたいと考える。 

この「自他尊重の態度」にせまるため，態度目標として「人と関わり学ぶ態度」を養うこと，能

力目標として「先を見通した思考力」，「自己評価能力」，「環境への実践力」を養うこと，さらに理

解目標として「『学習方法』について」，「『自分自身』について」，「『他者や社会とのかかわり』につ

いて」それぞれ学習することを設定した。（図 11－1 参照） 

小学校学習指導要領（平成 20 年）においては，総合的な学習の時間において，育てようとする

資質や能力及び態度について，「学習方法に関すること」「自分自身に関すること」「他者や社会との

かかわりに関すること」が例示されている。本校総合的学習において「自他尊重の態度」を目指す

ために育てたい４つの態度や能力について，「先を見通した思考力」は「学習方法に関すること」，

「自己評価能力」は「自分自身に関すること」，「先を見通した思考力」「環境への実践力」は「他者

や社会とのかかわり」に対応すると考えて，研究を進めていきたい。  

表 11－２ 小学校学習指導要領が示す「育てようとする資質や能力及び態度」の例示との対応 

小学校学習指導要領が示す 

「育てようとする資質や能力及び態度」 

本校総合的学習における 

4 つのつけたい力及び態度 

学習方法に関すること 先を見通した思考力 

自分自身に関すること 自己評価能力 

他者や社会とのかかわりに関すること 
人と関わり学ぶ態度 

環境への実践力 

また，「自他尊重の態度の育成」を目指すために育てたい４つの態度や能力についての下位項目を

18 項目設定した（表 11－3）。「先を見通した思考力」の下位項目として，「課題設定する力」「計画

力」「共同する力」「情報収集する力」「情報処理力」「表現する力」「分析する力」の 7 項目，「自己

評価力」の下位項目として，「規準設定する力」「中間評価する力」「最終評価する力」「相互評価す

る力」「自己肯定する力」の 5 項目，「環境への実践力」の下位項目として，「所属集団にアプロー

チする力」「自然環境にアプローチする力」「社会環境にアプローチする力」の 3 項目，「人を関わ

り学ぶ態度」の下位項目として，「友だちと学び合う態度」「人から学ぶ態度」「社会から学ぶ態度」

の 3 項目である。本校総合的学習においては，これら 4 つのつけたい力及び態度，また下位 18 項

目について学習展開の中で児童の相互評価活動や教師による評価の視点として活用する。  



表 11－3 本校総合的学習における「つけたい力」及び「つけたい態度」 

総合的学習における目標として「自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よ

りよく問題を解決する資質や能力を育成する」「学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探

究活動に主体的，創造的，共同的に取り組む態度を育て」とあるように，活動を通じて自分自身を

成長させることに焦点を置いている。しかし各学年における活動の展開において，具体的な活動の

中でこそ身に付けることができる知識があり，それらについても「理解目標」と位置づけ，活動展

開していくことにする。そこで各活動において「『人・物』について」「『自分』について」「『社会・

環境』について」という 3 つのカテゴリーについて理解目標を設定した。各学年の活動が主にどの

項目に重きをおいているのかについて（表 11－4），また実際の総合的学習の活動の展開の中におけ

る具体的な理解目標を示した（表 11－5）。 

表 11－4  各学年の活動における理解目標の重点 

 

 つけたい力・態度 内容 

先を見通した 

思考力 

課題設定する力 テーマについて、課題を設定することができる。 

計画する力 
時間や場所、関わる人を考えながら、先を見通した計画表を友だちとつ
くり、自分自身の動きも意識できる。 

共同する力 
他のグループの友だちと学びあいながらお互いの計画や全体の計画を
よりよいものにすることができる。 

情報収集する力 
インターネットなど、いろいろな集める方法を考え、よりよい集め方を
決めて、情報を集めて選ぶ。 

情報処理する力 自分に必要な情報や相手に伝わりやすい情報にまとめることができる。 

表現する力 調べたことを様々な人に分かりやすく伝えることができる。 

分析する力 
今までの計画を総合的に見直し、これからどのようにするとうまくいく
か計画を見直すことができる。 

自己評価能力 

規準設定する力 自分自身を見つめ，成長するための基準を設定することができる。 

中間評価する力 自分自身につけたい力をふりかえり、よりよく力がつくように考える。 

最終評価する力 
自分で自分につけたい力がどれだけのびたのかを日ごろの生活につい
てもふりかえることができる。 

相互評価する力 
友だちのつけたい力がどのようにのびているのかを伝えることができ
る。 

自己肯定する力 自分自身の成長を見つめ，それを積極的に肯定することができる。 

環境への実践力 

所属集団に 
アプローチする力 

自分自身が所属している集団に注目し，その環境をよりよいものにする
ために働きかけることができる。 

社会にアプローチ力 社会をよりよくするためにアプローチすることができる。 

自然環境にアプローチする力 自然感情をよりよくするためにアプローチすることができる。 

人と関わり学ぶ態度 

友だちと 
学び合う態度 

友だちと学び合うことができる。 

人から学ぶ態度 様々な方々から学び，自ら生かすことができる。 

社会から学ぶ態度 社会から学び，自ら生かすことができる。 

 『自然』について 『自分』について 『人・社会』について 

6 年 
   

5 年 

   

   

4 年    

3 年 
   

   

なりたい自分を表現しよう 
「ドリカムキッズ平野」 

みんなの平野ダッシュ村 

平野ハートフルプロジェクト 

～心のぬくもりを感じよう～ 

平野の人とステキに出会いましょう 

自然いっぱいステキな小学校 

ステキな町平野フェア 



表 11－5 本校総合的学習における理解目標 

３．各教科・領域との関連 

平成 20 年に告示された小学校学習指導要領において，総合的な学習の時間の内容の取扱いにつ

いて「各教科，道徳，外国語活動及び特別活動で身に付けた知識や技能を相互に関連付け，学習や

生活において生かし，それらが総合的に働くようにすること」と示されている。また，本校総論に

おいても，研究主題「学びを創り続ける子どもの育成」にせまるための授業モデルの特徴の一つと

して，各教科等で獲得した学びを総合に関連付けながら解決していくことを挙げていく。  

それらをふまえて，本校総合的学習においても，それぞれの活動の中で各教科・領域において獲

得した学びを生かした学習展開を進めていきたいと考えている。本校総合的学習と各教科・領域と

の関連を図 11－3 に示す。 

 
理解目標 

『自然』について 『自分自身』について 『人・社会』について 

6 年 なりたい自分を

表現しよう 

「ドリカムキッ

ズ平野」 

 ・将来どのような自分になり
たいかについてイメージ
し，「なりたい自分」に関
連した「つけたい力及び態
度」を伸ばす方法について
理解する。 

・『学校行事体験・保護者の関
わり・プロの方との出会い』
の活動に取り組み，それらの
活動の中で気づいたことや考
えたことについて他の人たち
にわかりやすく伝える方法に
ついて理解する。 

5 年 

 

みんなの 

平野ダッシュ村 

 

 

・１年間を通して持続可
能な自然環境を創り
出すために，必要な知
識を得て，主体的に自
然環境にアプローチ
をしていく方法につ
いて理解する。 

・自然環境を整えるために，
自分たちがどのように働き
かけていく必要があるのか
について理解する。また，
そのために必要な「つけた
い力及び態度」を伸ばす方
法について理解する。 

・自然環境を整えるために，専
門家の方々から何を学ばなけ
ればならないかについて理解
し，その方法について理解す
る。 

 平野ハートフル

プロジェクト 

～心のぬくもり

を感じよう～ 

 ・「心のぬくもり」を実際に
感じるために，様々な方法
を考え，実際に体験してみ
ることで，今後の自分自身
の生き方について考えるこ
とができる。また，そのた
めに必要な「つけたい力及
び態度」を伸ばす方法につ
いて理解する。 

・「心のぬくもり」を感じるた
めに，活動の中で調べたこと
が考えたことを，他の人たち
にわかりやすく伝えること
で，自分たちの活動を広げて
いくことができるということ
を理解する。 

4 年 平野の人と 

ステキに出会い

ましょう 

 ・自分たちとは異なる立場の
人々との交流をステキなも
のにすることができる。ま
た，そのために必要な「つ
けたい力及び態度」を伸ば
す方法について理解する。 

・自分たちとは異なる立場の
方々との交流を通して，感じ
たことや気づいたことについ
て，自分たちなりにまとめ，
それについて他の人たちにわ
かりやすく伝える方法を理解
する。 

3 年 【前期】 

自然いっぱいス

テキな 

小学校 

 

・身近な自然環境をより
よいものにするため
に必要な知識を得て，
主体的に自然環境に
アプローチをしてい
く方法について理解
する。 

・身近な自然環境をよりよく
する活動を通して，自分の
「つけたい力及び態度」を
伸ばす方法について理解す
る。 

・身近な自然環境に対してより
よい環境にするために、友だ
ちと考えながら「やってみた
いこと」を見つけ、友だちと
協力しながら活動を進める方
法について，理解する。 

 【後期】 

ステキな町 

平野フェア 

・身近な社会環境をより
よいものにするため
に必要な知識を得て，
主体的に社会環境に
アプローチをしてい
く方法について理解
する。 

・身近な社会環境をより良く
する活動を通して，自分の
「つけたい力及び態度」を
伸ばす方法について理解す
る。 

・身近な社会環境（地域）に対
してよりよい環境にするため
に、地域と関わりながら「や
ってみたいこと」を見つけ、
人と関わりながら活動を進め
る方法について理解する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11－3 本校総合的学習と各教科・領域との関連 

３．「探究的な活動を通した自他尊重の生き方を考える子どもの育成」に基づく授業づくりの視点 

（１）探究的な活動における「課題の設定」場面の重視 

探究的な活動の過程において，「課題の設定」の場面における児童の思いがその後の活動展開にお

いて重要であると考える。そこで，「課題の設定」場面の時間数を十分に確保することで活動がより

充実したものになるようにしたい。4 年「平野の人とステキに出会いましょう」では，「お年寄りの

方々」などと複数回の交流を行う。しかし，これらの交流は多くの児童にとって初めての経験であ

り，導入段階では交流のイメージを持つことが難しい。そこで交流前には資料を使って学習するな

どの準備活動を十分に行うことで，「お年寄りの方々ととにかく楽しい時間を過ごそう」などと交流

における自分たちなりの「課題を設定」を行う。しかし，実際に交流を行ってみると交流先の相手

の方々からは「もう少し会話をしたかった」「自分たちだけで楽しんでいる感じがした」などの意見

をもらい，自分たちの最初の「課題の設定」が不十分であるということに気づく。そこで，2 回目

の「課題の設定」においては「何が不十分であったのか」「どうすればより良いものになるか」など

1 回目よりも単元における目標における具体的な課題についてじっくりと考える場を設定する。こ

れより，経験を生かし，「相手の立場に立った交流をすることの必要性」を考えることで交流をより

充実したものにすることができると考えられる。 

（２）「つけたい力及び態度」について継続的に考える場の設定 

 活動を展開していく中で本校総合的学習が「つけたい力及び態度」として設定した「人と関わり

学ぶ態度」「先を見通した思考力」「自己評価能力」「環境への実践力」がどのように変容しているか

について考える場を継続的に設定する。5 年「平野ハートフルプロジェクト～心のぬくもりを感じ

よう～」では，4 人 1 組となり学級全体に対して「心のぬくもりを感じるための活動」を行うが，

活動前，一回目の自分たちの活動終了後，すべてのグループの活動終了後に，「つけたい力及び態度」

についてどのような変化が見られたかについて自分なりに分析する。その中でもし十分な変化が見

られない場合は，改善点を考えることで次の活動へとつなげ，活動をより充実したものにしていく。  

＜引用・参考文献＞ 

文部科学省 2008 小学校学習指導要領 

文部科学省 2008 小学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編 

3 年 4 年 5 年 6 年 

【前期】自然いっぱいステキな 

小学校 

【後期】ステキな町平野フェア 

平野の人とステキに 

出会いましょう 

【前期】みんなの平野ダッシュ村 

【後期】平野ハートフルプロジェクト
～心のぬくもりを感じよう～ 

なりたい自分を表現しよう 

「ドリカムキッズ平野」 

国語科との関連 

・それぞれの活動の中で，調べたことや考えたことについて他の人たち

にわかりやすく伝える際，国語科で培った「話すこと」「書くこと」
に関する学習成果を活用する。 

理科との関連 

・自然環境にアプローチをする際，理科で学習した植物や生
き物に関する知識，実験等において目的意識的に物事にア
プローチをしていく態度を活用する。 

社会科との関連 

・社会科で学習した「米作り」などに関する知識を生かす。  

・資料に基づいて考えることができる態度を活用する。  

特別活動との関連 

・たてわり班などの活動で得た異年齢との交流活動の経験を生
かす。 

・みんなで一つのことを成し遂げた経験を総合的学習において

も生かし，喜びへとつなげることができる。 

道徳との関連 

・「いじめ」問題や人間関係に関わる題材に際して，考え
たことや気づいたことを生かすことができる。 

・自己の生き方について考えた経験を生かすことができ
る。 


