
研究会授業 ２月１０日(金)１限目 第１多目的室

未来そうぞう科学習指導案
３年１組 東口貴彰 ３年２組 滝沢知之 ３年３組 田中賀

１．単元名 「平野 EXPO」–平野の町の未来予想図-

２．研究主題

未来を「そうぞう」する子どもを育成するためのカリキュラム開発

（１）単元について

2025年の大阪万博誘致のニュースが世間を賑わせている。テーマは「健康と長寿」であるが，こ

のイベントは我々の住む大阪の今後の未来について考えるきっかけになるといっていいだろう。

さて，３年の未来そうぞう科では，偶然にもこの大阪万博に類似する取組であるといえる。今年

度４月より「わたしたちの地域の未来をそうぞうしよう」という大きなテーマのもと地域学習を進

めてきた。その学習の成果を発信する場として設定したのが来年の２月に本校の青空教室で開催す

る「平野EXPO」というイベントである。「平野EXPO」とは，本校が位置する「平野区」という地域の

よさや今抱えている問題を調査し，これからの平野の町の未来についてそうぞう（想像・創造）し

たことを外部の人へ発信する催しである。

その「平野EXPO」開催に向けた活動では，保護者や他学年，地域の方々などさまざまな人を対象

とした外部評価を数多く得る中で，創造的活動の資質・能力の育成してきた。

そこで，本単元では，「平野EXPO」開催を目前に控え，その開催に向けた子どもたちの思いや願い

を全体で共有しながらどのように当日を迎えるのかについて考えさせたい。地域の方からのメッセ

ージを受けることで，より他者意識を高め，参会するお客さんの思いを考えを深め，広げる中でさ

らに「平野EXPO」の開催への意欲へとつなげたいと考えた。

（２）単元の目標

【主体的実践力】
・これまでの未来そうぞうの活動を振り返り，地域の方のメッセージを受け取

ることで，よりより「平野 EXPO」の在り方について考えることができる。

【協働的実践力】
・「平野 EXPO」の在り方について友だちと対話する中で考えを深めること

ができる。

【創造的実践力】
・地域の方々の反応やアドバイスを受けて創意工夫を生かした「平野 EXPO」

の開催に向けてアイディアを出し合うことができる。

（３）活動構成の仮説

○未来ノートを活用した「想像」と「創造」の往還によって，よりよい平野EXPOのイメージが育ま

れる。

一人ひとりが「平野EXPO」のイメージをもち，活動を通して創造したことを未来ノートに書くこ

とで，よりよい「平野EXPO」のイメージをもつことができる。

○外部評価によって「平野EXPO」の在り方を見直し，創造活動を活性化させる。

平野に住む地域の方のメッセージによって平野 EXPOの在り方について見直し，よりよい平野EXPO

を創造することにつなげようとする。



３．指導計画（全 9時間 本時 6 時間目）

指導者の評価

主体的実践力 協働的実践力 創造的実践力

  未来そうぞう 平野EXPO —平野
の町の未来予想図—
1.平野EXPOを開催に向けて準備

をしよう
・平野EXPOのイメージをもつ。
・イメージを交流する。

2.「平野のよさ」が伝わる平野
EXPO について考えよう

保護者による反応を知る。
平野のよさが伝えられる平野
EXPOの在り方について話し合う。
3.「平野のよさ」を短い言葉で表

そう。
・自らのプレゼンテーション・展

示物を振り返ろう。

4.平野の未来について考えが伝
わる平野 EXPO にしよう

・自らの作品を振り返り，平野の
未来とどうつながっているの
かを考える。

5.平野の未来を短い言葉で表そう。

写真掲示の配列・大きさなどにつ
いて考え，よりよい表現方法を活
かして作品をつくる。

6.「平野 EXPO」のよりより在り
方について考えよう。（本時）

どのような気持ちかを交流する。
平野に住む地域の方のメッセー
ジを聞いて，平野 EXPO の在り方
について考えを深める。
7. 8.「平野 EXPO」—平野の町の

未来予想図—
・体育館でプレゼンテーション
青空教室での成果物の紹介

9.「平野 EXPO」—平野の町の未来
予想図—の振り返り

・平野 EXPO の全体のイメ
ージを掴んで，学習に活
かせるようにする。

・平野 EXPO で，未来の
平野を考えて紹介する
ことを意識させる。

・キャッチフレーズを作成
して，全体のテーマが統
一されていることを確
認する。

・平野の未来を今まで学習
したことを活かして考
えられるようにする。

・キャッチフレーズを作成
して，全体のテーマが統
一されていることを確
認する。

・平野の地域の方のメッセ
ージを聞く中で平野に
住む方々の思いや願い
を想像し，「平野 EXPO」
の在り方を見直す。

・今まで学習した内容をふ
りかえる

・平野 EXPO の在り方につ
いて想像することができ
る。

・ 平 野 の 良 さ が 伝 わ る
EXPO の在り方について
進んで想像することがで
きる。

・平野の良さが伝わる短い
言葉について進んで想像
することができる。

・ 平 野 の 未 来 が 伝 わ る
EXPO の在り方について
進んで想像することがで
きる。

・平野の未来が伝わる短い
言葉について進んで想像
することができる。

・地域の方のメッセージを
聞く中で，よりよい「平
野 EXPO」の在り方につ
いて考えることができ
る。

・平野の未来についてのプ
レゼンテーションを進ん
で行うことができる。

・平野 EXPO についてしっ
かりふりかえることがで
きている。

・「平野 EXPO」の在り方に
ついて友だちと対話する
中で考えを深めることが
できる。

・ 平 野 の 良 さ が 伝 わ る
EXPO についてチームの
メンバーと積極的に話し
合い，新たな考えを見出
そうとしている。

・ 平 野 の 未 来 が 伝 わ る
EXPO についてチームの
メンバーと積極的に話し
合い，新たな考えを見出
そうとしている。

・平野 EXPO のよりよいあ
りかたついてチームのメ
ンバーと積極的に話し合
い，新たな考えを見出そ
うとしている。

・平野 EXPO についてチー
ムのメンバーと積極的に
話し合い，ふりかえるこ
とができている。

・グループで創意工夫を生
かした「平野 EXPO」の
開催に向けてアイディア
を出し合うことができ
る。

・保護者によるアドバイス
を受けて創意工夫を生か
した「平野 EXPO」の開
催に向けてアイディアを
出し合うことができる。

・地域の方々の反応やアド
バイスを受けて創意工夫
を生かした「平野 EXPO」
の開催に向けてアイディ
アを出し合うことができ
る。

・地域の方々の反応やアド
バイスを受けて創意工夫
を生かした「平野 EXPO」
の開催に向けてアイディ
アを出し合うことができ
る。

・「平野 EXPO」の開催をふ
りかえり，取組の継承に
ついて自分なりに考える
ことができる。

学びの

過程
学習活動と問題意識 子どもの意識 指導者の役割

平野 EXPO でどんなことを伝え

たらいいのかな。
想像

創造
平野 EXPO ではどんな人が来て

くれるのかな。

保護者による評価

想像

創造

平野の地域の方からの外部評価

想像

創造

平野の地域の方からメッセージ

平野 EXPO参加者アンケートによる評価

想像

創造

２年生へ向けての最終プレゼンテーション（取組の継承）

想像

創造

「平野」の地域の方にはたくさ

んアドバイスをもらったね。

アドバイスを生かして平野の

よさを伝えたいな。

平野には有名なものがたくさ

んあるよ。

明るい未来をつくりたいな。

新しいアイディアで町をにぎ

やかにしたいな。

平野ってステキな町だよ。

平野の未来について伝えたい。

地域の方々へも感謝の気持ち

を伝えたいな。

たくさんの人へ平野のよさを

知ってほしいな。

２年生に活動内容を伝えたい

ね。


