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【平成２７年度 〔５年生〕総合的学習 計画カリキュラム】 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

横断的・総合

的な課題 
           

児童の興

味・関心に基

づく課題 

           

地域や学校の

特色に応じた

課題 

           

【平成２７年度 〔５年生〕総合的学習 実施カリキュラム】 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

横断的・総合

的な課題 
           

児童の興

味・関心に基

づく課題 

           

地域や学校の

特色に応じた

課題 

           

他教科・領域

との関連 
           

学校行事と

の関連 
           

 

 

 

 

みんなの平野ダッシュ村 ～一粒の種から地球を考えよう～ 

平野ハートフルプロジェクト 
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保護者 

心のぬくもりを考えよう 

保護者 保護者 保護者 保護者 保護者 

遠足 

琵琶湖博

物館  
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理科 

【植物の発芽
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国語 
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理科 

【メダカの誕
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【米作り】  

 

社会 

【収穫・脱穀】 

 
音楽 

【お田植神事】 

 

保護者 

国語 

【大討論会】  

 

図 6-8 総合的学習カリキュラム 

公開授業① 

総合的学習指導案 
第１多目的ルーム                          5 年 3 組 四辻 伸吾 

１ 単元名 「１１７期 みんなの平野ダッシュ村 ～一粒の種から地球を考えよう～ 」 
２ 研究主題との関連 
 
 
（１）単元について 

５年生の総合的学習は，「みんなの平野ダッシュ村」という単元名で学習を進めている。本年度は，

「一粒の種から地球を考えよう」という副題を加え，一年間を通して，本校敷地内の自然環境を対

象に探究的にアプローチをしていくことで，自分たちが誇ることができる「みんなの平野ダッシュ

村」を創りあげるとともに，その活動を通じて，自分たち一人一人の活動から「地球規模」の課題

を考えることができるような学習展開を進めていく。それらの活動を進める中で自他尊重の生き方

を考える子どもを育成したいと考えている。 
具体的な活動の流れとしては，野菜や花などを育てる「栽培活動」，活動場所全体を整備しようと

する「環境整備活動」，活動の中から様々な視点で考えを深めていく「思考活動」の３つの活動を行

う。活動展開に応じて，各学級の中で活動内容を考えたり，興味関心をふまえたグループ編成をも

とに活動をしたりすることで，子どもたちが「探究的」に学習展開をしていく。 
また，同じグループのメンバーや様々な専門家の方々，保護者の方々と関わりながら，主に自分

の担当箇所を中心に，自分たちのしたいことを探求的に進めていくというものである。 
これらの探究的な活動の中で，「何のために『みんなの平野ダッシュ村』の活動をするのか」「こ

の活動をすることにどのようなメリットがあるのか」など，活動の意義を考えさせ，それらを通じ

て，児童の成長意欲や自他尊重の態度を育成したいと考えている。 
（２）単元の目標（共有する主なねらい） 

(ア)  探究的な学習を進める中で，活動の意義について考え，成長意欲を高めることができる。 

(イ)  自己評価活動及び相互評価活動を行う中で，自分自身の成長を実感することができる。 

(ウ)  探究的な活動及び多様な人と関わり学ぶ活動を通して，自他尊重の態度を育成する。 

（３）活動構成の仮説 
○ 探究的な学習の基盤となる気付きの連鎖 
「みんなの平野ダッシュ村」の活動について，自ら探究的に学習を進める中で，今までの活動を

ふりかえり，今後の課題に新たな視点を持ちアプローチをしていく中で，自分の成長を感じ，さら

に自分自身を成長させたいという意欲へとつなげていくことができる。 
○ 「思考活動」により，人々，社会及び自然とのかかわりが広がっていくことへの実感 

「みんなの平野ダッシュ村」の活動の中で，気づいたことやわかったことから自分の考えを深め

ていく「思考活動」を行うことで，自分たちの活動が人々，社会及び自然とのかかわりが広がって

いくことに対して実感を持つことができる。 
○ 探究的な活動及び人と関わり学ぶ活動を通した自他尊重の態度の育成 
「みんなの平野ダッシュ村」の活動を探究的に進めていく中で，自分自身の成長を実感すること

で自尊感情を高めることができる。また，多様な人々と関わり学ぶ活動を通じて，相手の立場に立

って物事を捉える機会となり，他者尊重の態度を育成することができる。 

研究主題   気付きの連鎖で育てる自他尊重の生き方を考える子ども 

            ～探究的な活動で深める気付き～ 
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時  学習活動 時

数 
子どもの意識の連続性 評価（○）支援（☆） 

1  ◎オリエンテーション 
・草が生い茂る現状の「ダッシュ村」
を知り，自分たちだけの「平野ダッ

シュ村」を作ることについて考える。 
◎「ダッシュ村」の見学 
・実際に「ダッシュ村」に行って，で

きる活動を考え，行ってみる。 

２ ・これまでの人たちがしてこな
かった自分たちだけの「ダッ
シュ村」の活動をしたいね。 

・今は雑草だらけになっている
ね。 

☆これまで行われてきた「み
んなの平野ダッシュ村」の
活動について説明する。 

3  ◎やってみたいことを決める 
・各学級で活動内容を考える。 

１ ・「平野ダッシュ村」の○○を
○○のようにしてみたいな。 

○計画及びつけたい力を 
 ワークシートに記述する。 

4  ◎活動① 

「栽培活動」 
・「野菜畑」「里山畑」「花畑」 
「環境整備活動」 

・「附小池」「メダカ池」その他 
「思考活動」 
・「一粒の種から地球を考えよう」 

15 

 

・どんなことを工夫すれば「ス

テキな平野ダッシュ村」にで
きるかな。 

・自分たちにできないことは，

保護者の方 々や専門 家の
方々にお願いしてみよう。 

○活動を記録する。 

○自ら課題を見つけ，探究的
な活動をする。 

○わからないことを積極的

に調べることができる。 
☆活動内容や調べ方につい

てアドバイスをする。 

6  ◎活動のふりかえりと思考活動 
・これまでの活動をポスターにしよう 

３ ・これまでの活動をポスターに
まとめてみよう。 

○わかりやすく書くことが
できる。 

7 ◎「平野ダッシュ村」大討論会 
・「ダッシュ村」で考えたことについて

みんなで話し合おう。 

１ ・「ダッシュ村」での活動は 
 ○○していく必要があるの

かな。 

○様々な視点で考えること
ができる。 

  ◎これまでの活動をふまえて、次にや
ってみたいことを決める。 

・各学級で活動内容を考える。 

２ ・次の活動では、○○というこ
とを意識してがんばろう。 

○これまでの活動を踏まえ
て、活動計画を立てること

ができる。 

9  ◎活動② 
「ワタ・里山チーム」による活動 

「米・芝生チーム」による活動 
「池・外来種チーム」による活動 
・したいことをふまえてチーム分けし

て、チームごとに活動をする。 
◎学級での伝え合いの活動 

14 ・これまでの活動を生かそう。 
・1 学期の活動では里山や池を

あまりきれいにすることが
できなかったね。 

・もっと工夫ができるね。 

・1 学期に考えたことが生かせ
る活動をしよう。 

○活動内容を記録する。 
○自ら課題を見つけ，探究的

な活動をする。 
○わからないことを積極的

に調べることができる。 

☆活動内容や調べ方につい
てアドバイスをする。 

10  ◎活動のふりかえりと思考活動 
・これまでの活動をポスターにしよう。 
・「一粒の種から地球を考えよう」のテ

ーマで考えたことをまとめよう。 

１ ・たくさんの種をまいたけど、
その一つ一つが大きく成長
したね。 

・まいた種が成長していくこと
は自分たちみたいだね。 

○「一粒の種から地球を考え
よう」のテーマにそって、
自分の考えを深めること

ができる。 

11 ◎「平野ダッシュ村」大討論会 

・「収穫祭」をどのような形で行うかみ
んなで考えよう。 

１ ・これまでの活動から、○○と

思うけど、みんなはどう思う
かな。 

○考えたことを相手にわか

りやすく伝えることがで
きる。 

14 ◎「平野ダッシュ村収穫祭」 
・「ダッシュ村」で収穫できた作物をみ

んなで味わおう。 

・これまでの「ダッシュ村」での活動
を発表しよう。 

３ ・自分たちが作った作物だから
やはりおいしいね。 

・保護者の方々に感謝の気持ち

をこめて，これまでの取り組
みについて発表しよう。 

○「ダッシュ村」の活動の成
果としての収穫物である
ことを実感する。 

○これまでの取り組みわか
りやすく伝える。 

15 ◎「ダッシュ村論文」テーマ決め 

・活動の中で考えたことをグループで
「ダッシュ村論文」としてまとめる
ためテーマ設定をする。 

６ ・「ダッシュ村」での活動から

今度自分たちがどのように
していくころがいけばいい
かを考えることができるね。 

○「ダッシュ村」の経験から

メインテーマを決める。 

16  ◎「ダッシュ村論文」構成の検討 
・「ダッシュ村論文」で自分の考えをど

のように構成していくかについて考
え，小さなテーマを４～５個決める。
その際，「自分の成長」にかかわる内容

は必ず入れることにする。（本時 1/3） 

３ ・外来種や雑草の問題を考えた
ことは，世界全体の問題とし

ても考えることができるね。 
・「平野ダッシュ村」の活動の

中で，自分自身どのように成

長することができたかな。 

○「ダッシュ村」での活動経
験と，考えたテーマを結び

付けた根拠をしっかりと
持つことができる。 

○「自分自身の成長」を見つ

めることができる。 

◎中間報告会 
・他のグループがどのようなテーマを

扱っているかを知る。 

２ 
 

・○○について，こんな風に考
えている人がいるんだね。自

分も参考にしたいな。 

○他のグループにアドバイ
スをすることができる。 

17  ◎「ダッシュ村論文」を書く。 

・これまでの考えを文章にする。 

６ ・国語での学習を生かしてわか

りやすい文章を書こう。 

○これまでの学習を生かす

ことができる。 

18  ◎ポスター作成 
・「ダッシュ村論文」の内容が簡単にわ

かるポスターを作成する。 

４ ・作文用紙何枚も使ったけど，
これをわかりやすく説明す

るにはどうすればいいかな。 

○自分の考えをわかりやす
くまとめることができる。 

19  ◎ポスター発表 

・ポスターを使って発表する。 

２ ・自分の考えをたくさんの人に

知ってもらおう。 

○自分の考えをわかりやす

く伝えることができる。 

◎ふりかえり 
・今後どのように生かすことができる

かについて考える。 

２ ・「ダッシュ村」」での経験を 
 今後に生かしたいね。 

○これまでの活動をふりか
えり，今後への見通しを持

つことができる。 

課題の設定 

情報の収集 

整理・分析 

課題の設定 

情報の収集 

整理・分析 

まとめ・表現 

まとめ・表現 

課題の設定 

整理・分析 

情報の収集 

まとめ・表現 

３ 指導計画（全 70 時間 本時 51 時間目） 
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