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抄録 本研究は，小学校第３学年総合的な学習の時間において，課題の解決を目指し，主体的に学習を

進める児童を育てる授業の在り方を探ったものである。児童の実態を把握し，探究的な学習を実現可能

とする地域素材を探り教材化を図った。また，児童の思いを基に単元計画を見直しながら学習を進め，

探究への意欲を喚起する適切な指導を行った。その結果，児童は自ら設定した課題の解決のために，粘

り強く学習を進めることができた。 

 

＜キーワード＞ □課題の解決を目指し，主体的に学習を進める □探究への意欲 □適切な指導 

 

Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

｢主体的な学び｣の実現に向けた授業改善の視

点の一つとして，平成 29 年告示の小学校学習指

導要領解説総則編では，学ぶことに興味・関心を

持ち，見通しを持って粘り強く取り組み，自己の

学習活動を振り返って次につなげようとする学

習意欲の向上の重視が挙げられている。また，同

解説総合的な学習の時間編では，これらの視点に

よる授業改善を行うことは，探究的な学習の過程

を一層質的に高めていくことであると示されて

いる。さらに，単元計画に関して｢学校として既に

十分な実践経験が蓄積され，毎年実施する価値の

ある単元計画が存在する場合でも，改めて目の前

の児童の実態に即して単元づくりを行う必要が

ある｣1と明記されている。 

これまでの自らの実践でも，児童の興味・関心

を把握して単元を構成し，思考のプロセスに沿っ

て学習活動を展開していくと，児童が自ら課題を

設定したり，どのように解決していくか考えたり

できるようになることが分かった。 

しかし，一年間かけて取り組む単元の中で，児

童の意欲を持続させながら探究的な学習活動を

発展的に繰り返していくことは容易ではなく，時

には学習が停滞することもあった。学習意欲を高

めるために，授業者は，単元構想時の意図に沿い，

どのように働き掛けを行うか具体の計画を明ら

かにする必要がある。また，児童の疑問や関心を

的確に把握するとともに児童自身にそれらを自

覚させながら学習を進める必要があると考える。 

そこで本研究では，単元構想の段階で，児童の

実態に合った地域の素材を教材化する。また，要

所で授業場面を意図的に設定したり，自分の学び

について内省的に振り返らせたりする。このこと

により，課題の解決を目指し,主体的に学習を進

める児童を育てることができると考え，本主題を

設定した。 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) ｢課題の解決を目指し，主体的に学習を進 

める｣とは 

自ら設定した課題の解決に向かい，見通しを持

って，自己の学習過程と成果を自覚しながら粘り

強く学習を進めることと捉える。 

(２) ｢探究への意欲｣とは 

①自ら課題を設定し②そこにある具体的な問

題について情報を収集し③その情報を整理・分析

したり，知識や技能に結び付けたり，考えを出し

合ったりしながら④その考えや意見などをまと

め・表現し，そこから新たな課題を見付け，更な

る問題の解決を始めるといった一連の学習活動

を，必要感を持って進めようとする意思や気持ち

と捉える。 
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(３) ｢適切な指導｣とは 

総合的な学習の時間を行う上で，素材を検討し

て児童の実態に合わせて教材化したり，児童の思

いが探究的な学習として実現するように，明確な

意図を持って学習活動を位置付けたりして，直接

的，間接的に児童に働き掛けることと捉える。 

 

Ⅱ 研究のねらい 

探究への意欲を喚起する適切な指導を通して，

課題の解決を目指し，主体的に学習を進める児童

を育てる総合的な学習の時間の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手立て 

＜視点＞ 探究への意欲を喚起する適切な指導 

(１) 児童の興味・関心をよりどころとする地域 

素材の教材化(手立てＡ) 

(２) 「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意 

図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

(３) 自分の学びを内省的に文字言語で振り返 

る機会の設定(手立てＣ) 

 

Ⅳ 研究の概要 

１ 実態調査 

(１) 計画 

実態調査を表１のとおり計画した。 

表１ 調査の計画 

ねらい 
生活科，総合的な学習の時間における実態を把し

授業実践に生かす。 

対象 
仙台市立片平丁小学校 

第３学年 １組 31名 ２組 30名 ３組 30名 

方法 質問紙法による調査 

内容 
①生活科における実態調査 

②総合的な学習の時間における実態調査 

調査日 
①平成 30年 ４月 19日 

②平成 30年 ６月 11日 

(２) 結果及び考察 

① 生活科における実態調査  

１，２年生で学習した生活科に関する内容で，

自由記述の形式でアンケート調査を行った。児童

の記述を，生活科の内容ごとに分類したところ，

町探検が印象に残っている児童が 40 人いた(図

１)。また，前年度の担任への聞き取りを行ったと

ころ，対象児童は２年生のときに２回町探検を行

っている。１回目は，学年一斉に町を巡り，２回

目は，学年を小グループに分け，興味のある施設

や店舗への訪問やインタビューを行ったことが

分かった。 

 

 

 

 

 

 

図１ 生活科の学習における意識調査(４月) 

② 総合的な学習の時間における実態調査 

総合的な学習の時間を３時間実施した後，自由

記述の形式でアンケート調査を行った。地域の魅

力について聞いたものでは｢広瀬川がある｣｢青葉

山が見える｣というような，景観的視点で捉えて

いる児童が 29 人いた。次に多かった地域の店や

人のよさについては，｢優しい人がいる｣｢きれい

なお店がある｣という記述はあるものの，自分の

考えの根拠や，具体例を挙げている児童はいなか

った(図２)。 

 

 

 

 

 

図２ 地域の魅力に関する意識調査(４月) 

 実態調査から，自分の地域に魅力を感じている

児童は多いものの，前年度の町探検で触れた人の

思いや，地域の人・もの・ことが自分の生活に関

わっていることへの気付きが薄いのではないか

と考えた。 

２ 実践の概要 

表２ 本単元で設定した探究課題と学習事項 

探
究
課
題 

○町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織 

とその思い                【町づくり】

○個人商店のよさとそれを生かした生活の豊かさ 

【キャリア】 

学
習
事
項 

・地域の人々がつながり，支え合って暮らすよさ 

・優れた知恵や技，地域に愛着を持って仕事に打ち込んでい 

る人の努力や取組             

 

 

｢片平のよいところはどんなところですか｣(N=91) 

 

29人 18人 14人 11人 10人 8人

1人

景観的視点 地域の店や人のよさ 片平丁小のよさ

利便性 よいところはない 歴史的視点

その他

｢生活科で思い出に残っていることや特に楽しかったことは何で

すか｣(N=91) 

 

40人 18人 12人 10人 9人

2人

地域と生活（町探検） 遊びの工夫

植物の栽培 覚えていない

季節の遊び 学校と生活（学校探検）
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(１) 実践１ 

 実践１を表３のとおり計画した。 

表３ 実践１小単元計画 

対象 仙台市立片平丁小学校 

第３学年 １組 31名 ２組 30名 ３組 30名 

実施期間 平成 30年６月５日～７月 23日 

単元名 ｢はっ見！かた平だけのたからもの｣ 

第１小単元 

｢総合的な学習の時間で，どんなことに取り組もうかな｣ 

小単元の評価規準 

町探検や地域の人との関わりを通して，自分の地域(学区)に興味を

持ち，片平ならではの店の存在に気付き，もっと地域のことをよく

知りたいという思いを持つ。 

時 ねらい 手立て 

１ 

これから始まる総合的な学習の時間に対して期待を持

つとともに，片平の町についてもっと詳しく知りたい

という思いを持つことができる。 

Ａ 

２ ※担任による伊達武将隊を招待した特別授業 

３ 

前時に出会った人たちの話を振り返ることを通して，

今回の町歩きの目的を理解するとともに，次時の町歩

きの意欲を高めることができる。 

 Ｃ 

 

４ 

地域を歩き，自分の目で見たり地域の店の人と関わっ

たりすることを通して，この地域ならではの店に興味

を持つことができる。 

 ＢＣ      

５ 

町探検で行った場所や出会った人を思い出し，地域に

魅力を感じていたり地域の人たちのために頑張ってい

たりする人がいることや，その人たちがこだわりを持

って作ったり守ったりしているものがあることに気付

き，自分たちの地域の魅力について考えることができ

る。 

 Ｃ 

６ 

町探検で優しくしてもらったり親切にしてもらったり

した人とこれからも関わっていきたいという思いを実

現するために，三つの店について更に調べていこうと

いう思いを持つことができる。 

 ＢＣ 

第２小単元｢片平だけの宝物について，もっと詳しく知りたいな｣ 

小単元の評価規準 

片平だけの宝物について調べることを通して，片平ならではの店の

こだわりや店主の思いを知ることができる。 

７ 

情報収集の見通しを持つとともに，柿の葉ずし萬葉に

関することでどのようなことが知りたいか考えること

ができる。 

Ａ 

８ 

９ 

柿の葉ずし萬葉の店主Ｓさんに質問をしたり，資料を

読んだりして，柿の葉ずし萬葉に関係することについ

て調べることができる。 

ＢＣ 

10 

11 

柿の葉ずしに関係する情報を，クラスの他のチームに

伝える必要があることを理解し，グループで話し合い

ながら自分たちが伝えたい内容を決めることができ

る。 

 

12 

片平だけの宝物だと言える理由を明確にした文章にな

るよう，グループで話し合いながら修正し，より具体的

な文章にすることができる。 

   

13 

自分たちで調べて分かったことを，他のチームの友達

に伝えたり，他のチームの報告を聞いたりすることが

できる。 

  Ｃ 

(２) 実践２ 

 実践２を表４のとおり計画した。 

表４ 実践２小単元計画 

対象 仙台市立片平丁小学校   

第３学年 １組 31名 ２組 30名 ３組 30名 

実施期間 平成 30年 11月 20日～12月 14日 

単元名 ｢はっ見！かた平だけのたからもの｣ 

第４小単元｢地域の問題を自分たちの力で解決できないかな｣ 

小単元の評価規準 

自分の地域の問題を知り，それを解決するために自分たちにでき

ることを考え，実行しようとする。 

時 ねらい 手立て 

１ 

自分たちの劇を振り返ることを通して，自分たちが

発見してきた片平の宝物について地域の人と伝えら

れた喜びを共有するとともに，地域のことを更に知

りたいという思いを持つことができる。 

ＡＢ 

 

２ 

片平地区連合町内会Ｋ会長から地域の問題について

教えてもらうことを通して，自分たちの地域をどの

ような地域にしていきたいか考えることができる。 

 ＢＣ 

３ 

Ｋ会長の話を振り返ることを通して，｢笑顔でつなが

る町片平｣の実現のために，これまで関わったお店と

協力してできることがありそうだという思いを持つ

ことができる。 

 Ｃ 

４ 

友達との話合いを通して，目指す町として掲げた｢笑

顔でつながる町片平｣について，｢つながる｣とはどう

いうことなのか考えることができる。 

 

５ 
各地の地域オリジナルマークから，特徴を見付け出

すことができる。 

 

６ 

片平オリジナルマークの使い方についての可能性を

出し合い，｢笑顔でつながる町｣の実現に向けて班で

話し合いながら片平オリジナルマークを考えること

ができる。 

 

７ 
Ｋ会長からの評価を受けて，学級で一つのマークを

再考する際の条件を考えることができる。 

 ＢＣ 

８ 

片平の町づくりに関わるイラストレーターＮさんと

の出会いを通して，マークの考え方を知り，学級で

まとめたマークに取り入れる条件を満たすマークを

考えることができる。 

 Ｂ 

学級担任による授業(第 9～13時) 

・シールを完成させた後の計画を立てる 

・チームに分かれてシールを広める計画を立てる 

・片平地区餅つき大会にて，片平マークを披露する 

・餅つき大会での披露に関する振り返りをする 

３ 授業実践の内容と結果及び考察 

＜視点＞ 探究への意欲を喚起する適切な指導 

(１) 児童の興味・関心をよりどころとする地域 

素材の教材化(手立てＡ) 

① 内容 

具体的な人・もの・ことであること，繰り返し

の関わりや働き掛けが可能であること，次々と学

習活動が発展する可能性があることの３点を条

件とし，単元で取り上げる素材の教材化を図った。 

実践１では，単元を立ち上げる上で，授業者は

対象児童の探究的な学習の展開を予測しながら，

児童の日常生活や学区の中から具体的な素材を

探った。実際に地域を歩き，話を聞いて探った素

材からつながる対象を，できるだけ幅広く拡散的

に探索した(図３)。学習活動の実現性や協力依頼

が可能かということを考えながら，児童の立場に

なって，どのような問いを持つか，どのような学

習活動が想定できるか素材ごとに整理した(表

５)。実践１では，素材ア，イ，ウ，エを単元の中
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に位置付けた。 

 

図３ 授業者が素材(地域の和菓子屋)から広がる活動や対象を 

拡散的に探索した記録(一部拡大) 

実践２では，授業者は片平地区連合町内会Ｋ会

長(以下Ｋ会長)から地域の課題について話を伺

った。騒音，ごみの捨て方，水害，個人商店の減

少など，地域の課題は多様であることが分かった

が，それまでの学習の過程と児童の発達段階を考

え，地域の個人商店の減少に焦点を絞って教材と

して扱うこととした。また，実践２を始めるに当

たりＫ会長に話を伺う中で，新たに単元の中に素

材オを加えた。３人の店主に対する児童の思いが

予想以上に強かったことと，店主たちの前向きな

協力体制が児童の学習意欲をより高められそう

だと判断し，引き続き実践２も関わりを持たせた。

素材カについては，児童の思考のプロセスを見取

り,小単元４には位置付けなかった(表５)。 

表５ 探究的な学習を想定し地域素材の探索結果 
素

材 

協力可能な 

地域の方 
児童の問いの予測 想定される学習活動 

ア 
自家焙煎珈琲

店Ａさん 

・どうして片平でお店を始め 

たのだろう 

・A さんにはどのようなこだ 

わりがあるのだろう 

・店の歴史を調べる 

・珈琲の種類を調べる 

・珈琲マップを作る 

・珈琲を入れる体験等 

イ 
和菓子屋Ｍさ

ん 

・どうして長年この地で店を 

続けているのだろう 

・どのような目標を持って続 

けているのだろう 

・和菓子と洋菓子を比 

較する 

・オリジナル和菓子を 

考える     等 

ウ 
柿の葉ずし店

Ｓさん 

・どうして片平でお店を始め 

たのだろう 

・こだわりの味付けはどのよ 

うな味付けだろう 

・秘伝のレシピを調査 

する 

・お客さんにインタビ 

ューする    等 

エ 
連合町内会長

Ｋさん 

・どんな町にしたいと考えて 

いるのだろう 

・なぜ農園を作ったのだろう 

・インタビューする 

・まちなか農園で野菜 

を育てる    等 

オ 
イラストレー

ターＮさん 

・片平マークを作るときにア 

 ドバイスをもらえないかな 

・マークの概念を探る 

・地域マークを作る等 

カ 
イベントスペ

ースＴさん 

・どうしてここにイベントス 

ペースを作ったのだろう 

・ここで何かできることがあ 

りそうだな 

・デザインした商品の 

レプリカを展示する 

・地域写真展を開く           

         等 

② 結果 

実践１では，第４時に｢五感を使って地域の秘

密を見付けに行く｣という目的を持ち，全員で地

域を歩いて確かめた。｢学校まで流れてくる珈琲

の香りはまめ坊からだったのか｣｢柿の葉ずしの

専門店は東北で萬葉だけなんだね｣というような，

新たな気付きが生まれた(表６)。第８時は，片平

地区で店舗を営む３店舗について分担しながら

情報収集した。｢Ｍさんの和菓子作りのこだわり

は何だろう｣｢萬葉ではどうやって柿の葉ずしを

作っているのかな｣という，校内だけでは解決で

きない疑問が生まれた。その疑問の解決のため，

再度Ｍさんの元へインタビューに行ったり，Ａさ

ん，Ｓさんを学級に招いて質問をしたりして，児

童の「もう一度話を聞きたい」という思いを実現

させることができた。 

表６ 地域に対する認識の変容 

｢片平のよいところはどんなところですか｣ 

 ４月 ７月 

Ａ
児 

広瀬川はあるけど，た
くさんあるわけじゃな

いから(あまりよい町で
はない)。 

一見普通の町なのですが，よく調
べるとすごい人がたくさんいて，

｢一つの店にこんなに秘密があっ
たなんて｣ということがたくさん
あった。宝島みたいだった。 

実践２では，第１時にビデオレターを通してＫ

会長から学芸会の感想とともに，地域で困ってい

ることがあるということを伝えてもらった。それ

を聞いた児童は｢Ｋ会長から詳しく話を聞きた

い｣という思いを持った。第２時には，個人商店の

減少に焦点を当てた地域の問題についてＫ会長

から直接話を聞くことにより，児童は地域の新た

な一面を知り｢薄くなってきている地域のつなが

りを自分たちで何とかしたい｣という思いを持っ

た(図４)。後の地域マーク作成につながり，その

思いを実現させることができた(図５)。 

図４ 実践２第２時の振り返りカードの記述(抜粋) 

 
図５ 実践２第８時にＮさんと共に片平マークを考える児童 

Ｂ 

児 

…Ｋ会長が言う問題を知って正直心配でした。…でも個人

商店は，私たちは詳しいから大丈夫だって思いました。…

(大型店に比べて)個人商店は，オリジナル，風景，こだわ

り，いいところがいっぱいです。一番は交流があるところ

です。…今後，お店と一緒にシールなどを作ったらいいと

思う。 
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③ 考察 

生活科の興味・関心から，地域に愛着や親しみ

を持っている人の思いや，地域の課題を児童の実

態に合わせて取り上げたこと，また，三つの条件

を基にして地域の素材を教材としたことで，児童

に新たな気付きや疑問を生ませることができた

と考える。また，対象児童が持つであろう問いや

学習活動を事前に想定して教材化を図ったこと

で，地域の方の協力の下，児童の思いを実現させ

るところまで発展できた。その思いの実現の連続

が，児童の新たな意欲を生み出すことにつながっ

た。よって，児童の興味・関心をよりどころとす

る地域素材を教材化することで，探究への意欲を

喚起することができたと考える。 

(２) 「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意 

図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

① 内容 

児童の思考のプロセスを的確に把握した上で

意図的な授業場面を要所に設定した(表７)。児童

にそれまでの自分の考えとの｢ずれ｣や対象への

｢憧れ｣，自分への｢可能性｣を実感させることで，

思考を探究へと向かわせたり，課題意識を高めた

りするようにした(表８)。 
表７ 設定した時間と授業場面の内容 

時間 授業場面の内容 

実
践
１ 

４ 町探検を通して，３店舗の店主と出会う ずれ 

６ 資料提示を通して，３店舗の新たな魅力を知る 憧れ 

９ 店主を招き，知りたいことを質問する 可能性 

実

践
２ 

１ 
手紙や動画を通して３人の店主の劇を見た感
想を知る 

可能性 

２ Ｋ会長からの話を通して，地域の問題を知る ずれ 

７ Ｋ会長から｢認められない｣と伝えられる ずれ 

９ 
Ｎさんにアドバイスを受けながら，片平マーク
の完成を目指す 

可能性 

表８ 各事象の基本的な考え方と具体例 
事象 基本的な考え方 具体例 

ずれ 
認識から外れた状
態にある 

・こんなこともあったんだ。 
・本当はこうだったんだ。 等 

憧れ 
理想とする対象に
ひかれる 

・こんなふうになりたいな。 
・○○ってすてきだな。  等 

可能性 
実現できる見込み
がある 

・こんなことが自分たちにで 
きるかもしれない。   等 

実践１第４時では，地域に対するそれまでの認

識と，現実の地域の姿との｢ずれ｣を実感させるた

めに，町探検の最中に３人の店主と出会う場面を

設定した。本時前の児童は，前年度の生活科の町

探検と，年度初めの社会科の町歩きにより，地域

への理解は十分であるという認識を持っていた。

この地域ならではの店の存在や店主の地域に対

する思いに触れさせ，それらへの関心を高めさせ

たいという授業者の意図から，事前調査で分かっ

た実態も踏まえ，３人の店主Ａさん，Ｍさん，Ｓ

さん(表５)と，町探検の最中に出会わせた。事前

に授業の趣旨を理解してもらっているので，児童

が通る時間に店先に立っていてもらったり，中に

招き入れてもらったりした。 

実践２第７時では，児童の持っている見通しと，

現実の状況との｢ずれ｣を実感させるために，Ｋ会

長の思いを知る場面を設定した。児童は，それま

で全国各地の地域マークのよさを分析し，特徴を

見付けていた。その上で，友達と意見を出し合い

片平マークを考えてきた。そのため，自分たちが

考案した片平マークは当然Ｋ会長に認められ，す

ぐに地域の人々へ広められるだろうと思ってい

た。しかし，人と人とのつながりが生まれる地域

マークの在り方や，Ｋ会長の町づくりに対する思

いを考えさせる段階を踏ませたいという授業者

の意図があった。そこで，Ｋ会長からの｢今の段階

では片平マークとして認められない｣というビデ

オレターを見せた(図６)。 

図６ Ｋ会長に話してもらったビデオレターの内容の概要 

② 結果 

実践１第４時では，町探検で３人の店主との出

会いの場面を設定したことで，｢完璧な町である｣

｢自然が一番の魅力である｣という地域に対する

それまでの抽象的，表面的な認識との「ずれ」を

実感し，｢片平のことをもっと知りたい｣という，

課題意識が生まれた(図７)。 

 

 

 

 

 

①地域マークとは良い考えだが，現段階で片平のマークとして 
認めることはできないこと。 

②地域行事に関わってくれているイラストレーターＮさんを紹 
介すること。 

③よりよいものができたら，地域の人たちへ広める機会を設定 

すること。 
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…まめ坊は「片平丁小の子供がすてきだったから（ここに店

を構えた）」と言っていました。他の町にもすてきな子はいる
のに，どうして片平にしたのかなと思いました。そういうと
ころをもっと深く知っていきたいです。深く知るためには家

族で行って,他のことにももっともっと気付いていきたいな
と思いました。…(Ｃ児) 

…私が次にしたいことは,まめ坊さんにどのくらい（コーヒー
豆の）種類があるのか聞きたいです。森の香本舗は,まんじゅ
うやどら焼きが合わせて何個か聞きたいです。柿の葉寿司は

どれくらいの種類があるのか聞きたいです。それから,週末に
家族の分を買いたいですどの人も優しくて,片平はとてもい
い町だなあと思いました。(Ｄ児) 

※実線：課題意識の高まりが分かる記述 

図７ 実践１第４時の終末場面の振り返りカード(抜粋) 

実践２第７時では，Ｋ会長の口から，励ましと

ともに地域マークとしてはまだ認められないこ

とを伝えてもらう場面を設定したことで，自分た

ちの考えたものが実社会では通用しない現実と

の「ずれ」を実感し，悔しさとともによりよいも

のを目指そうとする課題意識が高まった(図８)。 

Ｋ会長に認められないと言われ,心でどうしてだろうとずっ

と悩みました。だけど，その理由がはっきりしました。なの
で，その後もみんなでひたすら悩みました。私はまず文字(片
平)を入れたいと思いました。英語か平仮名かは置いておい

て,外国人や子供が･･･。早くＫ会長が認めるようなマークを
完成させたいです。(Ｅ児) 

Ｋ会長に｢認められません｣と言われて,とても悲しくなりま

した。けれど，ここであきらめたら片平のマークが作れなく

なると思い，私たちはどんなマークがいいか考えました。出

た案が･･･。(地域の)餅つき大会にマークを発表できるように

頑張りたいです。(Ｆ児) 

※実線：課題意識の高まりが分かる記述 

図８ 実践２第７時の終末場面の振り返りカード(抜粋) 

③ 考察 

本時に至るまでの児童の思考のプロセスを的

確に把握した上で，その思考を途切れさせること

なく，明確な意図に沿った授業場面を設定したこ

とで，児童はそれまでの認識との「ずれ」を実感

した。その実感によって｢片平の町についてもっ

と詳しく知りたい｣｢もう一度片平マークを考え

直したい｣という課題意識が生まれ，意欲が持続

したと考えられる。したがって，「ずれ」「憧れ」

「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面を設定

したことで，児童の探究への意欲を持続させてい

くことができたと考える。 

(３) 自分の学びを内省的に文字言語で振り返 

る機会の設定(手立てＣ) 

① 内容 

 実践１，２を通して，授業の終末場面に個人で

本時を振り返る時間を設け，｢振り返りカード｣と

してＡ４原稿用紙に文章で書かせた。｢したこと｣

｢思ったこと｣｢これからのこと｣の三つの視点で

書くよう，両実践を通して統一した指導を行った。

振り返りカードを回収した後は，授業者が評価及

びコメントの記入を行った。コメントの内容は，

個人の意欲や頑張りを共感的に捉えて称賛した。

具体的に書けていない場合は，直接話を聞いたり

問い掛けるコメントを記入したりして次時まで

に返却し，児童が自分の学びを内省する手掛かり

とした。 

② 結果 

実践１第５時に行った，町探検の振り返り後の

Ｇ児の記述には，学級全体の学びを俯瞰し，みん

なが同じ方向へ気持ちが向いたという感覚を思

い出したり，自分たちも力になろうという前向き

な感覚が生まれたりしていることが分かる(図

９)。 

 

 

 

 

図９ 実践１第５時の振り返りカード(抜粋） 

実践１第 13 時に行った報告会後のＨ児の記述

からは，調べた内容を他のチームに発表して拍手

がもらえた喜びを認識していることが分かる。ま

た，自分が調べてまとめたことが聞き手に伝わっ

た感覚から｢もっと調べたい，味わいたい｣という

前向きな感覚が生まれていることが分かる(図

10)。 

 

 

 
 

 

図 10 実践１第４時の振り返りカード(抜粋) 

さらに，この文字言語による振り返りを継続す

ることで，４月は否定的に捉えていた３人の児童

が，意義やよさを感じるように変容した(表９)。 

 

 

自分はあまりうまくはいかないと思いました。でも他の人が拍

手をしてくれたからうれしかったです。初めは，森の香チーム

です。砂糖の種類が５種類あって…。次は柿の葉です。Ｓさん

は店長で，働き者でした。柿の葉寿司は温めてもおいしいそう

です。また，自分がまめ坊に行って，もっと質問したいです。

コーヒーも飲んでみたいです。(Ｈ児) 

…みんなの意見を聞いて，みんなどう思っているのかが分かっ

て，みんなの気持ちが一つになった気がします。柿の葉ずしは

優しい笑顔で，ハプニングがあってもフォローしてくれて，と

てもうれしかったです。…みなさん優しくしてくれてこれから

いっぱい力になれるかもと思うと，胸がわくわくドキドキし

て，１分１秒でも早く会いたいと思いました。(Ｇ児) 
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表９ 文字言語による振り返りに関する意識の変容 

｢振り返りカードを書くと，どのような気持ちになりますか｣ 

 ６月 12月 

Ｉ
児 

とっても大変に
なります。 

とっても楽しくなって，次も頑張り
たいなとも思うし，そのときやった

総合のことも振り返られるし，とっ
てもいい思い出になると思う。今日
はけっこう総合やったなと思えるか

ら，そんな気持ちです。 

Ｊ
児 

何を書くかたま

に迷う。 

すっきりする。頭のものがちゃんと

整理できる。自分が書きたいことを
書ける。 

Ｋ
児 

書くのが大変。 すっきりしていい気持ちになりま

す。発表できなかったことも書ける
ので，すっきりな気持ちになります。
詳しく書けるのがいいです。 

③ 考察 

学習活動の直後に｢したこと｣を文章として書

かせる活動は，必然的に学習過程を具体的に振り

返ることとなる。｢思ったこと｣を言語化すること

で，認識が確かなものとなる。自分の考えや感覚

を踏まえて｢これからのこと｣を書くことは，学び

の手応えを感じ前向きな感覚を持つことにつな

がったと考える。したがって，授業の終末で自分

の学びを内省的に振り返らせることは，達成感や

爽快感などの前向きな感覚を生み出し，探究への

意欲を次時へ結び付けることができたと考える。 

４ 事後調査 

(１) 調査対象 仙台市立片平丁小学校 

(２) 調査日 平成 30年 12月 14日(金) 

(３) 調査内容と調査結果 

総合的な学習の時間に関する内容で，自由記述

の形式でアンケート調査を行った。課題は自ら設

定することや，その課題の解決を目指して自分た

ちで学習を進めていくと認識していることが分

かる記述が見られた(図 11)。 

｢あなたなら，総合的な学習の時間とはどんな時間だと説明し

ますか。新しく 3年生になるお友達に話すように書こう｣ 

総合ってね，みんなで決めた課題をみんなで取り組んで一緒に

課題をクリアして，みんなで達成していくんだよ。(Ｌ児) 

課題が決まっていないので，課題を決めて，地域の人や家族に

伝える時間です。(Ｍ児) 

片平を回っていいところを見付けたり，逆に悪いところを見付

けたりする勉強なんだよ。そして，色々話し合って，こうした

らいいんじゃないか，ああしたらいいんじゃないかとか意見を

出し合って解決に基づくことを考えるんだよ。(Ｎ児) 

総合は先生が決めるんじゃなくて，自分たちで決めます。やり

始めると止まらないのが総合だよ！ (Ｏ児) 

総合は町のことを調べたり，自分たちでお題(課題)を決めて，
勉強します。そして，たくさん追究します。(Ｐ児) 

図 11 総合に関する質問に対する児童の記述回答 

全体では，自分たちが主体となり学習が進んでい

ると認識している児童が 90 人いることが分かっ

た(図 12)。 

 

 

 

 

 

 

図 12 総合的な学習の時間における意識調査(12月) 

また，４月は，自分たちの地域の魅力を景観的

視点で捉えていたり，答えに具体性がなかったり

した児童が，７月の調査では，関わった店舗や地

域の人同士のつながりに目が向くようになった。

さらに，12月には，探究課題(表２)に設定した地

域ならではの店主の思いや，地域の人々が支え合

うよさを具体で答える児童が増えた(表 10)。 

表 10 地域のよさとする理由の変容 

全体では，同質問に対して，４月に比べ，地域の

店や人物の魅力を地域のよさと認識している児

童が増加した(図 13)。 

 

 

 

 

 

 

  
図 13 地域の魅力に関する意識調査 

さらに，自分たちの地域に対して，４月は非現

実的な願望を持っていたり，無関心だったりした

児童が，身近な問題に気付いたり，Ｋ会長の話に

あった地域の問題に目を向けていたりすること

｢片平のよいところはどんなところですか｣ 

Ｑ 
児 

４月 町に広瀬川，青葉山がある。 

７月 お店がたくさんある。 

12月 今まで会ったＭさん，Ａさん，Ｓさん，みんな片

平が好きで，みんな町のことを大事にしているな

と思いました。 

Ｒ 
児 

４月 みんながイベントに参加している。 

７月 一人ではできないことも協力している気がする。 

12月 片平は優しい人がたくさんいる。お店の人も全く

知らない人だったのに，すごく仲良しになれた。

片平の町にいる人はみんな協力していると思う。 

｢他の授業と比べると，総合の授業はどのように進んでいたと

感じますか｣(N=91) 

 

73人 17人

0人 1人

取り組みたいことをみんなで決めながら進んでいく
どちらかというと取り組みたいことをみんなで決めながら進んでいく
どちらかというと先生が決めたことを基に進んでいく
先生が決めたことを基に進んでいく

｢片平のよいところはどんなところですか｣(N=91) 

 

7人

29人

77人

18人

1人

14人

1人

11人

0人

10人

2人

8人

3人

12月

4月

景観的視点 地域の店や人物のよさ
片平丁小のよさ 利便性
よいところはない 歴史的視点
その他
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が分かった。さらにはその解決策を考えている記

述も見られた(表 11)。 

表 11 自分の地域に対する考えの変容 

｢片平の町がもっとこうなったらいいなと思うことはありま 
すか｣ 

 ４月 12月 

Ｓ
児 

トイザらス，大

きな公園が欲
しい。 

ごみが道端に落ちていたり，自転車場で

もないのに自転車があったりすると，こ
れ何とかならないかなと思います。 

Ｔ

児 

ない。片平には
いいところば
かりだから。 

今，総合で頑張っている｢つながり｣を増
やすことです。そのつながりを増やす問
題が解決していない。 

また，全体では，表 11にある質問に対して｢はい｣

｢まあまあはい｣と答えた児童が４月から 19 人増

加し，86人になったことが分かった。 

(４) 考察 

図 11 と図 12 からは，総合的な学習の時間は，

自ら課題を立て，その課題の解決に向かって主体

的に学習に取り組む時間であると実感できた児

童が多いことが分かる。表 10，図 13，表 11から

は，興味・関心の対象が，単元として設定した探

究課題(表２)の人・もの・こととする児童が増加

したことが分かる。これらのことから，探究への

意欲を喚起する適切な指導は，自ら設定した課題

の解決に向かい，見通しを持って，自己の学習過

程と成果を自覚しながら粘り強く学習を進める

児童を育てる上で有効だったと考える。 

 

Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

総合的な学習の時間における単元構想につい

ては，地域の素材であれば何でもよいというわけ

ではない。その素材から想定できる学習活動が目

の前の児童では実現可能か。また，疑問や関心が

生まれ，そこから設定される課題は探究的な学び

を実現できる見込みがあるのか。この二点の判断

が極めて重要になる。本研究では，対象児童が生

活科で興味を持っていた地域の場所から発展さ

せ，地域に愛着を持つ具体的な人や店の存在，そ

してその人たちの思いに着眼し教材化を図った。

学習に理解と協力をしてくれた人たちは，児童に

とって単に身近な存在であるだけではなく，繰り

返しの関わりを約束してくれた。児童の思いの実

現の繰り返しにより，探究への意欲を高めること

ができた。 

 しかし，地域素材を教材化しただけでは年間 70

時間を通して児童の意欲を持続させることは難

しく，適切な指導が不可欠となる。本研究では，

前時までの児童の思考のプロセスを的確に見取

り，明確な意図に沿った授業場面を設定したこと

で児童の課題意識が高まり，探究の過程を推進さ

せたと考える。 

 さらに，三つの視点を持たせた内省的な振り返

りを，授業での思いが鮮明に残っている授業終末

場面で取り組ませた。この取組を通して具体的に

思い出すことは，自己変容を自覚したり，学習に

価値を見出したりすることにつながるとともに，

前向きな感覚を伴い，意欲が次時へと結び付いた。   

これらのことから，探究への意欲を喚起する適

切な指導として，児童の意欲を生み出す，持続さ

せる，結び付けるという３点を意識した本研究で

の手立ては，課題の解決を目指し，主体的に学習

を進める児童を育てる上で有効だったと考える。 

２ 今後の課題 

総合的な学習の時間が始まる小学校第３学年

を対象に取り組んだ本研究を，第４学年以上の授

業でも実証を試み，更には各教科等の教育内容を

相互の関係で捉え，教育内容を組織的に配列して

実施できるよう単元を構想し実践していきたい。 
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第３学年 総合的な学習の時間指導案(実践１，２) 

 

日 時：平成 30 年 ６月 ５日(火)～７月 23 日(月) 

平成 30 年 11 月 20 日(火)～12 月 17 日(月) 

場 所：仙台市立片平丁小学校 第３学年各教室 

指導者：仙台市教育センター 

長期研修員  山田 麗圭) 

 

１ 単元名 ｢はっ見！かた平だけのたから物｣(年間を通した単元) 

 

２ 単元の目標 

｢片平を知り，自分たちにできることをしたい｣という思いの実現に向けて，地域ならでは 

 の店やそこで働く人，地域の課題解決に取り組む人々との関わりを通して，地域で生活する 

 人の安心や楽しみにつなげるために，自分たちにできることを考え行動しようとすることが 

 できる。 

＜単元で育てたい資質・能力＞ 

対象についての知識 思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

・地域には，地域ならではの

店が存在し，そこで働く人 

は地域に対する思いや願い 

を持っていること。 

・地域には解決すべき問題が 

あり，それを解決するため 

に行動している人がいるこ 

と。 

・地域の人と関わることで，

自分たちも地域の一員とし

て実践することができると

いうこと。 

・興味・関心の中から課題を 

見出し，設定する。 

【課題の設定】 

・解決の方法や手順を考え， 

 見通しを持って学習の計画 

を立てる。 【課題の設定】 

・必要な情報を収集する。 

【情報収集】 

・課題解決を目指して，事象 

 を比較したり関連付けたり 

して，情報を整理し，事実 

を捉える。 【整理・分析】 

・課題に対する自分の考えを 

 持つ。自分の伝えたいこと 

を明確にし，方法を考えな 

がら伝える。【まとめ表現】 

・地域の店に興味を持ち，自 

ら調べ，それを生かして課 

題解決に向けて取り組んで

いこうとする。 

・地域や学校にいる人々に，

地域ならではのお店やそこ

で働く人々の魅力を伝える

ための活動に粘り強く取り

組む。 

・友達や地域の人と関わり，

協同して課題を解決する。 

 

３ 単元について 

(１) 児童の実態 

４月，本校第３学年児童 91 人にアンケート調査を行った。｢前年度までに取り組んでき 

   た生活科で特に楽しかったこと｣として，町探検【生活科の内容(３)】を挙げた児童は 40

人(44％)であった。また，｢地域のよさ｣に関する質問では，地域ならではの店や人の魅力

を挙げている児童は 18 人(20％)であり，町探検で実際に出会った人・もの・ことの魅力

に触れている児童が少なかった。町探検で実際に地域を歩き，店の人へのインタビュー活

動は行っているものの，地域へ愛着を持っている人の存在や，その人の思いを実感すると

ころまで至っていないと考えられる。自分たちが生活している地域に目を向け，魅力を感

じたり，地域の一員であることへの自覚を持ったりする必要があると考え，実践 1 を行っ

た。実践１終了後，事後調査アンケートを行った。｢地域のよさ｣に関する質問では，地域

ならではの店や人の魅力を挙げた児童は 51 人(56％)おり，その具体的な記述として｢す

ごいお店がある｣｢(地域の人が)すごく親切で優しくいろいろなことを教えてくれる｣など
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があった。また,｢片平の町がもっとこうなったらいいなと思うことがありますか｣という

質問に対して，｢はい｣と答えた児童が 42 人(45％)いた。具体的な記述として，｢ごみのぽ

い捨てがなくなればいい｣｢いろんな人を幸せにするお店が増えたらいいな｣などがあった。

さらに，｢いいえ｣と答えた児童が 37 人(41％)いた。具体的な記述として｢もう十分よい町

だから｣｢今の町が安心するから｣などがあった。小単元の学習の中で出会った人との繰り

返しの関わりなどを通して，地域の身近な人・もの・ことの魅力を実感した児童は増えた

が，今後更に自分の生活に関わる身近な問題に目を向ける必要があることが分かった。地

域の魅力に関心を持たせるとともに，身近な問題にも目を向かせ，自分たちにできること

を考えさせていく手立てが必要だと考える。 

(２) 教材観 

学習材について 

探究課題 ・町づくりや地域活性化のために取り組んでいる人々や組織とその思い 

【町づくり】 

・個人商店のよさとそれを生かした生活の豊かさ               【キャリア】 

学習事項 ・地域の人々がつながり，支え合って暮らすよさ 

・優れた知恵や技，地域に愛着を持って仕事に打ち込んでいる人の努力や取組             

(３) 指導観 

本単元では，児童に，｢もっと片平をよく知り，自分たちにできることをしたい｣という 

思いを持たせたい。そこで，第１小単元では，児童と共に，町探検で出会いの場や，学級

全員で意見交換を行う場を設定し，興味・関心の対象を焦点化していくことで，今年度，

探究的に関わりを深める人・もの・こと（探究課題）を焦点化していきたい。第２小単元

では，前小単元で生まれた「もっと三つの店を詳しく知りたい」という思いを基に，「片

平の宝」について情報収集したり，模造紙にまとめて報告会を行ったりすることで，「片

平の宝」の魅力を再認識させ, 分かったことを学校の人や，地域の人に伝えたいという思

いを持たせたい。第４小単元では，Ｋ会長から地域の課題について教えてもらう場を設定

することで，児童の「自分たちにできることをしたい」という思いを喚起し，児童が地域

のために自ら行動に移す姿を目指したい。 

※第３，５小単元は，学級担任による実施 

 

４ 研究テーマとの関わり 

 (１) 研究主題 

 

 

 

(２) 研究のねらい 

探究への意欲を喚起する適切な指導を通して，課題の解決を目指し，主体的に学習を進  

める児童を育てる総合的な学習の時間の在り方を探る。 

＜視点＞ 探究への意欲を喚起する適切な指導 

① 児童の興味・関心をよりどころとする地域素材の教材化 

実践１では，具体的な人・もの・ことであること，繰り返しの関わりや働き掛けが可能  

であること，次々と学習活動が発展する可能性があることの３点を条件とし，単元で取り 

上げる素材の教材化を図る。児童の前年度までの生活科の学習や発達段階を把握し，児童  

の興味・関心をよりどころとして単元を構想するために，児童の日常生活や学区の中から  

具体的な素材を探り，その素材からつながる対象幅広く拡散的に探索する。地域ならでは 

であること，地域に愛着を持っていることから，本単元では，まめ坊（珈琲店），森の香本 

課題の解決を目指し，主体的に学習を進める児童を育てる総合的な学習の時間の一試み  

－探究への意欲を喚起する適切な指導を通して－ 
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舗（和菓子屋），柿の葉ずし萬葉（柿の葉寿司店），片平地区連合町内会Ｋ会長との関わり 

を単元の中に位置付ける。 

   実践２では，児童に新たな気付きや疑問を持たせたり，児童の思いを実現させたりす  

るために，児童の発達段階に合い，前小単元の学習から連続・発展する内容になるか判断

し，取り上げる地域の問題を選択して教材化を図る。児童の中に｢地域にはこんな問題があ

るんだ｣という気付きや｢自分たちには何ができるかな｣という疑問を生じさせる。 

② 「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面の設定 

思考を探究へと向かわせたり，課題意識を高めたりするように，以下のような授業場面 

を要所に設定する。 

実践１ 

第４時  町探検を通して，片平ならではの店やそこで働く人の存在に気付き，それまでの地域に対す

る認識と魅力的な店や人が存在する現実とのずれを実感させる。 

第６時 片平ならではの店や店主が紹介されている雑誌やインターネットのサイトを提示し，注目さ

れている店や店主に憧れを持たせる。 

第９時 校内だけでは解決できない問いを解決するために，Ａさん，Ｓさんに学校に来てもらったり，

Ｍさんの元へ再度訪問したりする機会を設定することで，「分からなかったことも調べられそう

だ」という可能性を実感させる。 

実践２ 

第１時  保護者だけではなく，これまで関わった３人の店主とＫ会長からの演劇の感想を提示するこ

とで，自分たちの思いが地域の方々へも伝わったのだという可能性を実感させる。 

第２時 Ｋ会長から直接話を聞くことを通して，それまでの地域に対する認識と，地域には個人商店

の減少問題があるという現実のずれを実感させる。 

第７時 Ｋ会長からのビデオレターを通して，自分たちの持っていた見通しと，片平マークをまだ認

めてもらえない現実とのずれを実感させる。 

第９時  イラストレーターＮさんからのレクチャーを受けることで，自分たちも「片平マーク」を作

ることができる可能性を実感させる。 

③ 自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定 

認識を確かなものとしたり，学びの手応えを感じ前向きな感覚を持たせたりするために，

自分の学びを内省的に振り返る時間を確保する。｢振り返りカード｣としてＡ４原稿用紙に

文章で書かせ，｢したこと｣｢思ったこと｣｢これからのこと｣の三つの視点で書くよう指導す

る。回収した後は，授業者が評価及びコメントの記入を行う。授業者は適切に評価し，児

童の考えや行動を価値付けるような一言を添えて，次時までに児童の手元へ返却する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

５ 単元の指導計画 

 

 

 

月  
 

６  
 
 
※本研究実践小単元 
 
 
 
 
 
 
 

７  
 
 
※本研究実践小単元 
 
 
 
 
 

９ 
10     

 
 
 
・どのようなことを(内容)，どのようにして(方法)伝えたいか話し合う。 
・学芸会を活用する方向に決まり，本番までの取組について考え，見通す。 
・学芸会に向けてチームに分かれて台本作成や，準備に取り組む。 
・児童公開では，校内の児童に，一般の部では保護者や地域の人に，劇｢発見！片平だけ 

の宝物｣を通して，自分たちの学びや３店舗の魅力を伝える。 
 
 
 
 
 

11 
12 

 
 
 
※本研究実践小単元  
 
 
 
 
 
 
 

１ 
２ 
３ 

 
 
 
・特別授業で育てた大豆を使って，これまで地域のことを教えてくれたり，関わってきて  

くれた人たちに恩返しをする計画を立てる。  
・それぞれの店主へ，片平マークの活用方法を提案する。 

地域には問題があるらしいぞ。Ｋ会長に詳しく聞いてみよう。ゴミ出しのマナーが悪

化していること，昔からのお店が減り困っている人が多いこと，地域の行事に参加する

人に偏りがあることなど，身近な問題があることを初めて知ったよ。みんなで｢片平マ

ーク｣を作って，地域のよさを広めたり，問題解決のために呼び掛けたりしたいな。地

域の問題を自分たちで解決したいな。 

Ⅰ 総合的な学習の時間で，どんなことに取り組もうかな(６時間)【実践１】 

 

 三つのお店について分担して情報収集したよ。こんなに分かったことがあるけど，自

分たちの中だけにしまっておくのはもったいないな。そうだ，学校や地域のみんなに，

「片平だけの宝物」を伝えよう！ 

 片平丁小のみんなやお家の人，地域の方の感想を見たら，自分たちの伝えたいことが

伝わったみたいでうれしいな。やればできるんだね。地域のために自分たちができるこ

とをもっとしてみたいな。  

期待する変容 ・主な学習活動 課 題 

 生活科の町探検では，片平にはたくさんの店があることを知ったり，店の人に優しく

してもらったりしたよ。総合でも地域の人と関わってみたいな。片平にはまだまだ秘密

が隠れているかもしれない。みんなでじっくり歩いてみたら，こんなにすてきな店があ

り，人がいた。片平のことが大好きな店主さんや，片平にしかないお店，すてきだな。

もっと三つのお店について知りたいな！ 

Ⅱ 「片平だけの宝物」について，もっと詳しく知りたいな(７時間)【実践１】 

 

 

Ⅳ 地域の問題を自分たちの力で解決できないかな(13 時間)【実践２】 

Ⅴ 地域のために自分たちにできることはないかな(19 時間) 

Ⅲ 「片平だけの宝物」を，お家の人や地域の人に伝えたいな(25 時間) 
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６－１ 第１小単元構想(実践１) 

(１) 目標 

これまでの生活科での学びを振り返り，総合的な学習の時間について知り，今後の取組 

   への期待を持つとともに，町探検を通して地域の魅力に気付いたり，興味・関心や疑問を 

持ったりすることができる。 

(２) 小単元の学習活動の流れ 

 指導上の留意点  

◆関連する教科 

 

 

① これから始まる総合的な学習の時間について知るとと 

もに，地域を歩いて確かめたいという思いを持つ。  

※② 担任による伊達武将隊を招待した特別授業 

 

 

③ 町探検の目的を確認する。【Ｃ】 

 

 

 

 

 

④ 町探検に行く。【Ｂ】【Ｃ】 

 

 

 

⑤ 町探検の振り返りをし，片平の魅力について話し合う。 

【Ｃ】 

 

 

 

⑥ 学級で話し合い，これからの方向性について決める。

【Ｂ】【Ｃ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生活科で様々な体験や表現活動をし

てきたこと，人と関わりながら活動

をしてきたことは，総合的な活動と

似ていることに気付かせる。  

◆社会「わたしたちのまち みんなの  

まち」  

・前時のゲストティーチャーからの片  

平の話を想起させ，地域に対する関  

心が高まるようにする。  

 

 

 

・出発前に，これから一年間総合で取り  

組みたいことを見付けるために地域  

を歩きたいという思いを持ったこと  

を想起させる。  

・顔と名前が一致するように写真を提  

示し，店や商品について分かったこ

と以外にも，児童の発言を生かしな

がら，店主の思いや考えについて想

起させる。  

・３店舗が取り上げられている雑誌や

サイトを紹介し，興味を持たせると

同時に，知ったつもりになっていた

店について，まだ知らないことがあ

ることに気付かせ更に調べてみたい

という思いにつなげる。  

 

 

 

 

 

 

 

 総合って五つの力を身に付ける時間なんだね。一年間

取り組みたいことは，何だろう。まずは，片平の町をも

う一度じっくり歩いて確かめてみたいな。  

Ⅰ 総合的な学習の時間で，どんなことに取り組もうかな(６時間)【Ａ】 

期待する変容  主な学習活動  課 題 【手立て】  

 片平の町にはすてきなお店があったり，人がいたりし

た。町探検で発見した片平にしかないお店は，「片平だ

けの宝物」だね。もっと詳しく知ったり，店主さんと関

わったりしてみたいな。  
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６－２ 本時の指導 

第１時(１／６) 

(１) 本時のねらい 

これから始まる総合的な学習の時間に対して期待を持つとともに，片平の町について  

   もっと詳しく知りたいという思いを持つことができる。  

(２) 本時の展開 

予想される児童の活動と反応  教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

・実態調査アンケートから分かったこととして，生活科で学習したことの中で，町探検が印  

象に残っている児童が 91 人中 41 人いる。 

・三年生社会科「わたしたちのまち みんなのまち」で，町探検を行い，建物や道路の様子  

 について情報収集し，地図にまとめている。  

１ 前年度の生活科で取り組んだことを振り返る。(９分) 

 

 

 

 

 

 

 

・生活科で楽しかったことを

想起させ，前年度の写真も

提示しながら全員で思い

出を共有する。 

・生活科で様々な体験や表現

活動をしてきたこと，人と

関わりながら活動をして

きたことは，総合的な学習

の時間と似ていることを

伝える。 

２ 本時のめあてを確認する。(１分) 

 

 

 

 

 

３ 総合的な学習の時間はどのような時間なのかを知る。(５ 

分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・五つの力について，イメー  

ジを持ちやすくするため

に，他の学年の先輩たちの  

活動の様子を写真で紹介

する。 

・「課題」「追究」など，難し  

い言葉については，その意  

味が児童に伝わるように

補足説明をする。  

４ 今年度総合で取り組んでみたいことを考える。(15 分) 

◆学校の周りで気になることや何だろうと思うことはある  

かな。 

 ・広瀬川にはどんな生き物がいるのだろう。  

 ・青葉山はいつできたのかな。 

 ・まちなか農園ってあったけど，だれが使っているのかな。 

 ・社会の町探検だけでは片平の町を完璧に分かったことに 

はならないなあ。 

・もっと片平の町のことをじっくり知りたいな。 

 

 

・片平の町のイメージを拡散  

的に考えさせ，教師は板書  

して児童の発言を記録す

る。 

・２年生のときの町探検や

４，５月に取り組んだ町探

検 (社会科 )で分かったこ

とを想起させ，片平の町か

ら離れているものから，自

分たちの生活圏内のもの

に目を向けさせていく。  

 

総合はどんな時間なのかを知り，みんなで取り組みたいこ

とを考えよう。  

身近なものでおも

ちゃを作りフェス

ティバルを開いた

よ！  

①  自分で課題を立てる力  

②  とことん追究する力  

③  関わる力 

④  表現する力 

⑤  自分を見つめる力  

身に付ける五つの力  

☆みんなが考える。  

☆みんなで進める。  

 

みんなが主役  

もう一度片平の町を歩いてみたいな。  

大切にお世話を

続けて，野菜を

育てたよ！  

町探検に行って,

お店の人に優し

くしてもらった

ね。 

体験 関わり 
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５ 本時の学びを個人で振り返る。(15 分) 

したこと  

・ 総合は五つの力を身に付ける時間なんだと分かった。  

・ みんなで生活科のことを思い出した。  

思ったこと  

・ 楽しみになってきた。  

・ やりたいことができるなんて，早くやりたいなと思っ

た。 

これからのこと  

・ もっと片平の町をよく見てみたいと思った。  

・ もう一度，みんなで町探検をしたいと思った。  

・本時の学びを振り返る時間  

として，個人振り返りカー

ドに書く。  

・本時は初めて書くので，書  

き方について段階を踏ん  

で指導をしていく。  

・本時は①この時間にしたこ  

と，②思ったこと③これか  

らのことの三つの視点で  

書くことを伝える。 

(３) 本時の評価 

これから始まる総合的な学習の時間に対して期待を持つとともに，片平の町について 

更に調べたいという思いを持ち，これからの学習への意欲を高めている。(観察，振り返 

りカード) 

(４) 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう合はどんな時間なのかを知り，みんなでとり組みたいことを考えよう！  

 

 

 

 

 

身近なもので  野さい作り  町たんけん  

おもちゃ  

写真  写真  写真  写真  

写真  

写真  

写真  写真  

自分でかだいを立てる力 とことんついきゅうする力  

表げんする力 かかわる力 自分を見つめる力  

体けん 表げん 
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※第２時（２／６）は，学級担任が伊達武将隊を招待し，特別授業を行った。（指導案省略） 
 

第３時(３／６) 

(１)  本時のねらい 

    前時に出会った人たちの話を振り返ることを通して，片平の町についての関心を高め， 

   次時の町探検の意欲を高めることができる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

    習へと結び付ける。 

(３)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

・総合的な学習の時間に身に付ける力が何かを分かっている。 

・もっと片平の町を歩いて，調べたいという思いを持っている。 

１ 前時(５日，６日)の授業を，学級全体で振り返る。(７分) 

 

 

 

 

 

 

・児童の書いた振り返りカー 

ドを取り上げ，初めてなの 

にたくさん書けたこと，具 

体的に書けていることを

褒め，意欲へつなげる。 

・「もっと調べてみたい」「ま 

だ知らないことがある」と 

いうような内容を書いて

いた児童を取り上げ，地域 

を歩く必要感を持たせる。 

２ 本時のめあてを確認する。(３分) 

 

 

 ①Ｔさんと伊達武将隊の話を思い出そう。 

②町を歩いてみよう。 

・片平の町をもっと知りたい 

という思いを受けて，知る 

ためには二つの方法があ

ることに気付かせる。 

３ Ｔさんと伊達武将隊の話を振り返る。(20 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆どこで育てよう？ 

 ・自分の家で育てたい。  ・まちなか農園で育てたい。 

 ・みんなで学校で育てたい。  

◆みんなはどうして町探検をしたいんだっけ？ 

・片平の気になること，楽しそうなことを探しに行くため。 

 ・目で，耳で，鼻で…五感で片平の町を感じるため。 

・明成高校教諭のＴさんから

聞いた大豆の話や，伊達武

将隊から聞いた片平と味

噌の関係の話を想起させ，

自分たちも大豆を育てて

みたいという思いにつな

げる。 

・学校で育てたいという思い

が出た場合は，今の状態で

はすぐに種まきができな

いことに気付かせる。 

・生活科や社会科との町探検

とは違った視点で町を歩

くことができるよう目的

を明確にさせる。 

 

 

 

この前の授業の中で，私の知

らないお店も出てきたよ。  

片平の町には，まだまだ知ら

ないことがありそうだな。  

片平の町のことをもっと知りたいな。 

片平の町について知ろう。 

味噌と片平は

深いつながり

があるんだ

ね。  

今植えたら 10
月，11 月に収
穫できるって
言っていた
よ。  

大豆の種をも
らってうれし
かったな。  

大豆って，味
噌，豆腐，き
な粉…いろい
ろ変身できる
んだって。  

自分たちも大豆を育ててみたい。

な。 
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４ 本時の学びを個人で振り返る。(15 分) 

 

・前時と同様①この時間にし

たこと，②思ったこと③こ

れからのことの三つの視

点で書くことを伝える。 

＜次時＞ 片平の町を歩き，実際にお店に入ったり，地域の人と話をしたりする。 

(４)  本時の評価 

前時に出会った人たちの話を振り返ることを通して，次時の町歩きの意欲を高めると 

ともに，今回の町歩きの目的を理解している。(振り返りカード) 

(５)  板書計画 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かた平の町を知ろう！  

 

 

わくわくし
てきたよ。  

前時の写真  

町を歩いてみる  話を聞く  

学校の周りの地図  

大豆をどうするかは
みんなで決めてね  

振り返りの

写真  

かた平の町のことを

もっと知りたいな！  

こんなお店
もあるよ！  知らないこと

もあった！  
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第４時(４／６) 

(１)  本時のねらい 

片平の町を歩き，実際に自分の目で見たり地域のお店の人にインタビューしたりする 

ことを通して，地域ならではの店に興味を持つことができる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

自分の地域に対する理解は十分である，一番の魅力は自然である，というような認識 

を持っている児童に，もう一度町探検を行い，片平ならではの店やそこで働く店主との 

出会いにより，「片平のことをもっとよく知りたい」という課題意識を高める。 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

   習へと結び付ける。 

(３)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応  教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

もっと片平の町を歩いて，気になる店を詳しく見てみたいという思いを持っている。  

１ 今日の町探検の目的(めあて)を確認する。(３分)  

 

 

 

・これから一年間総合で取り 

組みたいことを見付ける

ために地域を歩きたいと

いう思いを想起させる。 

・五感(目，耳，鼻，口，手) 

 と心を使って，じっくり地 

域を知ることを伝える。  

２ 片平の町を歩こう。(41 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校の西門から出て，南に 

あるお店(まめ坊→まちな 

か農園→森の香本舗→柿 

の葉ずし萬葉)を全員で巡 

るようにする。 

・店では，児童からのインタ

ビューを基本に，店主の魅

力，商品，店主の地域に対

する思いに気付かせる。 

・訪問する店舗の店主には， 

片平の地域への思い，商品 

に対するこだわり，店をし

ていて感じる喜びについ

て話していただくことを

事前に担任から伝えてい

る。 

 

３ 次時の予告をする。(1 分) 

 

 

・次時(18 日)に町探検の振 

り返りをするので，振り返 

りカードに今日の気付き 

を記録しておくことを伝 

える。 

＜次時＞ 町探検の振り返りをして，気付きを共有する。  

高橋さんの大豆の苗，

このまちなか農園で育

てられないかな。  

あれ？教室まで流れて

くるコーヒーの香りは

ここからかな。  

まちなか農園にいる

人に，話を聞いてみ

ようかな。  

森の香本舗，生活科

でお砂糖をなめさせ

てくれたよね。  

瑞鳳殿の目の前にあ

るこのお寿司のお店

は，昔からあるな。  

まちなか農園は地域のコミュニケ

ーションのために作った場所なん

だ。（Ｋ会長）  

この町が大好きで，ここにお店を

開きたくて始めたの。お客さんの

ために自家焙煎にこだわっている

よ。（まめ坊 Ａさん）  

片平の町の気になることを探しに行こう！ 

柿の葉ずしのおいしさを伝えたく

て，ここにお店を開いたんだよ。

瑞鳳殿の目の前だから，観光客に

も食べてもらいたいんだ。（柿の

葉ずし Ｓさん）  

最近は洋菓子ばかり人気だけど，

和菓子のよさもあるんだよ。地域

のお茶の先生や片平の先生が何度

も買いに来てくれてうれしいん

だ。（森の香本舗 Ｍさん）  
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(４)  本時の評価 

片平の町を歩き，実際に自分の目で見たり地域の店の人にインタビューしたりするこ 

とを通して，地域に昔からある店に対する関心や新たな疑問を振り返りカードに書いて 

いる。(振り返りカード) 
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第５時(５／６) 

(１)  本時のねらい 

町探検で行った場所や出会った人を思い出し，自分たちの地域には，地域に魅力を感じ 

ていたり地域の人たちのために頑張っていたりする人がいることや，その人たちがこだ 

わりを持って作ったり守ったりしているものがあることに気付き，自分たちの地域の魅 

力について考えることができる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

   習へと結び付ける。 

(３)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

片平の町を探検する中で，３店舗の店主とＫ会長と出会い，インタビューをしている。 

１ 今日の町探検の目的(めあて)を確認する。(３分) 

 

 

 

・町探検を話題として出し， 

みんなで分かったことや感

じたことを共有することの

よさを簡単に伝え，すぐ次

の活動に移る。 

２ ３店舗店主とＫ会長の話を思い出し，分かったことや， 

感じたことを学級で共有する。(20 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・顔と名前が一致するように

写真を提示し，今後も掲示

物として学びの履歴を残し

ていく。 

・町探検で見た情景や，行っ

た体験を思い出すために，

黒板で提示しきれない写真

は必要に応じてテレビで提

示する。 

・店や売り物について分かっ

たこと以外にも，児童の発

言を生かしながら人の思い

や考えについて想起させ

る。 

・整理した板書を注目させ，

三つの店は片平の町に店を

構えた理由があることにつ

いて共通理解を図る。 

 

３ 今後のことを考える。(12 分) 

◆みんなはこれから片平をどうしていきたいですか。 

◆総合でどんなことに取り組んでいきたいですか。 

 

・自分たちの町をどうしてい

きたいか，更にどのような

取組をしたいかを問い掛

け，次時への余韻を残して，

振り返りカード記入へ移

る。 

 

まめ坊  

・絶対にこの町に店を開きたい  

って思った。  

・コーヒーが大好き。  

・豆をプレゼントしてくれた。  

・コーヒーのために外国まで行  

った。  

森の香本舗  

・喜んでもらえるように頑張

っている。  

・お客さんがいっぱい来ると

思い，ここに店を出した。  

・デザインするのが好き。  

片平知る知る大作せん（町探検）の振り返りをしよう。 

Ｋ会長（片平地区連合町内会）  

・まちなか農園は地域の人のた  

めに作った。  

・使いたいという申請があれば  

誰でも使うことができる。  

 

柿の葉ずし萬葉  

・瑞鳳殿の前ならお客さんが  

来ると思ってここに店を出  

した。  

・東北に一店舗だけ。  

・葉っぱは奈良から取り寄せ  

ている。  

・みんなに食べてほしいと思

う  

 片平の町には，こんなに素敵な人や 

お店があるんだね！  
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４ 振り返りカードを書く。(10 分) ・前時と同様①この時間にし

たこと②思ったこと③これ

からのこと三つの視点で書

くことを伝える。 

・事実や感想のみを書いてい 

る児童には，これからのこ

とについて書くよう，個別

に声を掛ける。 

＜次時＞  

魅力的な人がいて，店がある片平の町を，自分たちはどうしていきたいかを考え，今後ど

のようなことをしていきたいかを考える。  

(４)  本時の評価 

     町探検で行った場所や出会った人を思い出し，自分たちの地域には，地域に魅力を感じ  

ていたり地域の人たちのために頑張っていたりする人がいることや，その人たちがこだ  

わりを持って作ったり守ったりしているものがあることに気付き，自分たちの地域の魅  

力について考え，振り返りカードに書いている。(振り返りカード) 

(５)  板書計画 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かた平の町を知ろう！  

 
森のかほんぽ  まんよう  

写真 

まめ坊  Ｋ会長  

写真 写真 写真 

・ぜっ対にこの町に店

を開きたいって思

った  

・コーヒーが大好き  

・・・・  

・・・・  

・喜んでもらえるよう  

にがんばっている  

・お客さんがいっぱい  

来ると思ってここに

店を出した  

・・・・  

・まちなかのう園は地いき  

の人のために作った  

・・・・  

 

・お客さんが来ると思っ  

てここに店を出した  

・東北に一店ぽだけ  

 

かた平のことが大好き  
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第６時(６／６) 

(１)  本時のねらい 

    町探検で優しくしてもらったり親切にしてもらったりした地域の店や人と，これから  

   も関わっていきたいという思いを実現するために，三つの店について更に調べていこう 

という思いを持つことができる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

町探検で見付けた，片平ならではの店や店主が載っている雑誌やインターネットの 

サイトを提示することで，「三つの店についてもっとよく知りたい」という課題意識を 

高める。 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

   習へと結び付ける。 

(３)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

・町探検の振り返りを行い，地域の店の人との出会いを通して片平の町の新たな魅力を発見 

したことに喜びを感じている。 

・自分たちに優しくしてくれた地域の方々や，片平ならではの店の魅力を感じている。 

１ 前時に町探検の振り返りをして，感じたことを学級で紹 

介する。(３分) 

・みんなの話を聞いて，私もお家の人と行ってみたくなっ 

たよ。 

・こんなに片平を知ることができて，知る知る大作戦は大 

成功だったと思う。 

・これからの総合が楽しみになってきた。 

・数名の前時の振り返りカー

ドを取り上げ，片平の町の

新たな魅力に気付いたこ

とを想起させる。 

・前時の学びを想起させる 

ために，掲示物を提示す

る。 

２ 今日の町探検の目的(めあて)を確認する。(２分) 

 

 

 

・町探検に行った目的(総合 

でどんなことを勉強して

いきたいか)を思い出させ 

今日のめあてを児童と一

緒に考える。 

３ どんなことをしたいか考え，意見交換をする。(25 分) 

 ◆三人の店主のこと思い出してみよう。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆片平の宝をどうしていきたいかな。 

  ・もっと仲良くなりたい。 ・また食べたい。 

  ・何回も行きたい。    ・もっとお話をしたい。 

  ・お手伝いをしたい。   ・お礼をしたい。 

  ・恩返しをしたい。 

 

・掲示物を提示して前時の学 

びを想起させる。 

・三つの店は，片平ならでは

の店であることを確認し，

｢宝マーク｣を黒板に貼っ

て特別感を持たせる。 

 

 

 

 

 

・新たな発見や出会いがあっ 

た三つの店に焦点を当て， 

今後この店や店主とどう

していきたいか問い掛け，

考えさせる。 

 

これからの総合について考えよう。  

優しかった。目線を

合わせてくれたり，

お土産をくれたりし

たんだ。  

みんな笑顔だった

よ。初めて会ったの

にずっとにこにこだ

った。  

すごく親切だった。

分かりやすくいろん

なお話をしてくれた

よ。  

片平には，こんなにすてきな  

お店がある！  

人がいる！  
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◆先生が見付けた，おもしろいものを紹介するよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆これからみんなは総合でどんなことをしたいかな。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・児童の思いを板書に整理し

ながら，関わった店や店主

と今後も関わっていきた

いという方向にまとめる。 

・三つの店舗が取り上げられ 

ている雑誌やサイトを紹

介し，興味を持たせると同 

時に，知ったつもりになっ 

ていた店について，まだ知

らないことがあることに

気付かせ，調べてみたい 

という思いにつなげる。 

・これまでの学びを掲示物で 

振り返らせて自分たちの

思いで学習が進んできた

ことに気付かせる。さら

に，新たな課題が設定でき

たことを認識させる。 

・次の課題解決に向けて手分 

けをして三つの店につい

て調べていくことを提案

するが，「チーム３年生」と

して，学年で協力して学習

することを確認する。  

４ 振り返りカードを書く。(15 分) ・いつもと同様①この時間に 

したこと，②思ったこと③

これからのことの三つの

視点で書くことを伝える。 

＜次時＞ 学年全体を興味関心別の三つのグループに分け，調べる計画を立てる。 

(４)  本時の評価 

まめ坊，森の香本舗，柿の葉ずし萬葉について，もっと詳しく知るために自分たちで調 

べていこうという意欲を高めている。 (振り返りカード) 

(５)  板書計画 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからのそう合について考えよう！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんな  

Ａさん 

地いきの人  

Ｓさん 

Ｍさん 

かた平の 
 
 
 
 
 
 
を，とことん

知ろう！ 店の写真 

まめ坊ってとっても

すてきなお店だっ

た。だから，まめ坊

のいいところをもっ

と見つけたい。  

店の写真 

森の香本舗にはキラ

キラした和菓子がい

っぱいあったよ。他

にはどんな種類があ

るのかな。  

店の写真 

・もっとかかわりたい  

・なかよくなりたい  

・また行きたい  

・もっと食べたい  

・お手つだいしたい  

・おん返しをしたい  

 

 

 たから 

東北では片平でし

か買えないってす

ごいね。柿の葉ず

しについてもっと

調べてみたいな。  

【まめ坊】  

（書籍）  

【柿の葉ずし】  

（雑誌）  

【森の香本舗】  

（サイト）  

なんだか，まだ秘密が隠されていそうだ

なあ。  

ネ
ー
ム
カ
ー
ド 

課題：三つのお店（片平の宝）について調査しよう！ 
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７－１ 第２小単元構想(実践１) 

(１) 小単元の目標 

「片平だけの宝物」について調べることを通して，片平ならではの店のこだわりや店主 

の思いを知ることができる。 

(２) 小単元の学習活動の流れ 

 指導上の留意点  

◆関連する教科 

 

 

① 情報収集の見通しを持つとともに，それぞれの店に関 

することでどのようなことを知りたいか整理する。  

②③ 三つのチームに分かれて，資料を読んだり，店主に  

質問をしたりして，情報収集する。  

 

 

 

 

 

 

④⑤ 他のチームに自分たちが伝えたい内容を模造紙にま  

とめる。 

⑥ グループで話し合いながら修正し，より具体的な文章  

になるよう見直す。  

 

 

 

 

 

 

⑦ 報告会を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調べる方法にはどのような手段があ 

るか確認する。 

・NHKforSchool「しまった！情報活用 

 スキルアップ」を視聴して，収集した 

 情報の記録の仕方について学ぶ。 

・ゲストティーチャーに，事前に授業の

趣旨を理解してもらい，Ａさん，Ｓ 

さんには来校，Ｍさんのところへ再

訪問をお願いし，再度情報収集を行

わせてもらうようにする。 

 

 

・クラゲチャートを活用し，一番伝えた

いことを考えさせる。 

◆国語「調べて書こう，私のレポート」 

 

 

 

 

 

・特別教室の場の設定をしてから全員 

で本時のめあてを考え，本時の学習

の流れを確認して始める。 

 

 

 

 

 

 

 

 まめ坊，森の香本舗，萬葉に分かれて，分担して調べ

たよ。これまで知らなかったことがいっぱいだね。他の

チームの人に伝えられるように分かりやすくまとめよ

う。 

 担当しなかった店についても，今まで知らなかったこ

とがたくさん分かったよ。地域を大切に思ってくれてい

る店主の気持ちや，三つの店は片平にしかないことを，

学校のみんなや地域の人に伝えたいな。 

Ⅱ 「片平だけの宝物」について，もっと詳しく知りたいな（７時間）【Ａ】 

 

(６時間)【Ａ】 

期待する変容  主な学習活動  課 題 【手立て】  
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７－２  本時の指導 

第１時(１／７) 

(１)  本時のねらい 

    情報収集の見通しを持つとともに，柿の葉ずし萬葉に関係することの中でどのような  

   ことが知りたいか考えることができる。  

 (２)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

・三つの店の中から自分が興味を持った店を一つ選び，学級を解体して同じ店を選んだ仲間 

と共に学習を進めることを分かっている。 

・情報収集の方法に関する知識や実践する力はまだ十分ではない。 

１ 前時までの学びを振り返り，本時のめあてを確認する。

(３分) 

 

 

 

 

・新たな課題を解決していく 

段階になったことを分か

らせる。 

・楽しく学習できるよう「博 

士」になるイメージを持た 

せて，情報収集に取り組ま

せていく。 

・学級を解体して行うのは，

自分が興味を持ったこと

に一生懸命に取り組むた

めであることを，児童との

対話を通して確認する。 

２ 情報収集について見通しを持つ。(７分) 

  ◆目的を明確にする。 

  ・片平の宝(柿の葉ずし萬葉)にもっと詳しくなるため。 

 

  ◆柿の葉ずし萬葉について，どんなことが知りたいかな。 

 

 

 

 

  ◆グループで見せ合ってみよう。 
 
 
 

・三年国語「調べて書こうわ

たしのレポート」との関連

を図り，そこでどのような

力を身に付けたか問い掛

け，振り返らせる。 

・前時からのつながりで，全

員共通の目的とする。 

・始めに，個人で付箋に書く

時間を設ける。 

・近くの３人組(または４人)

で考えさせ，なるべく多様

な疑問を持たせるように

する。 

・ＫＪ法のように小見出しは

考えさせず，同じ内容のも

のは重ねて整理するのみ

にし，学級全体で共有する

準備とする。 

３ 知りたいことを学級全体で共有する。(25 分) 

 

 

 

 

 

 

 

・児童の知りたいことを黒板

に整理していく。その際，

Ｓさん(人)について，萬葉

について(店)，柿の葉ずし

(商品)にていて，三つの視

点で教師が整理していく。 

 

 

「柿の葉ずし萬葉」知る知る博士になるための作戦

を立てよう。 

かきの葉ずしの  

作り方  

Ｓさんのがんばって

いること  
まん葉の歴史  
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Ｓさんについて(人) 萬葉について(店) 柿の葉ずし

について 

(商品) 

・いつから萬葉で働 

いているの 

・柿の葉ずしの好き 

なところは？ 

・どうして萬葉で働 

き始めたの？ 

・Ｓさんの夢は？ 

・いつからあるの 

・どんなお客さんが来るの？ 

・奈良のものとどう違うの？ 

・どれくらいお客さんが来る 

の？ 

・箱のデザインは誰が考えた 

の？ 

・何人働いているの？ 

・作り方

は？ 

・材料は？ 

・特徴は？ 

・歴史は？ 

・柿の葉ず

しの種類

は？ 

 

・どのような三つの視点で分

類したかを問い掛け，考え

させる。 

※Ｓさんについては，直接話

を聞かなければ分からな

いということに気付かせ

るため。 

４ 調べる方法について確認する。(10 分) 

 

・調べる手段といえば，イン

ターネットというイメー

ジを持っている児童が多

いが (参考：４月事態調

査)，手段は様々あること

を伝える。 

・現在，児童が国語で学習し

ている内容を取り上げ，知

りたいことに合った方法

で調べることが大切であ

ることを想起させる。 

＜次時＞  

興味を持った地域の店(まめ坊，森の香本舗，萬葉)に関係することで，興味のあることに

ついて個人で調べる。 

(３)  本時の評価 

情報収集の学習の見通しを持つとともに，柿の葉ずし萬葉に関係することでどのよう 

   なことが知りたいか考え，付箋に書いている。 (観察，付箋) 

(４)  板書計画 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かきの葉ずし まんよう」知る知るはかせになる作せんを立てよう！  

 

目的  

 

計画  

①  知りたいことを考える  

②  調べる方法を考える  

③  調べる  

 

Ｓさんについて  まん葉について  かきの葉ずしについて  
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第２時 (２／７) 

(１) 本時のねらい 

    情報収集の方法を知るとともに，柿の葉ずしに関係することを調べることができる。 

(２) 本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

・柿の葉ずしについて調べたいことをメモしている。 

・国語(３年上)「調べて書こう，私のレポート」の単元の中で，知りたいことに合った方法 

で調べること，調べたことを整理して文章に書くことを学習中である。 

１ 本時のめあてを考え，学習の見通しを持つ。(３分) 

 

 

 

・前時に知りたいことを考え 

たことを想起させ，本時は 

調べていくことを一緒に 

確認する。 

２ 調べる方法を知り，自分が知りたいことを知るための方 

法を考える。(７分) 

  ◆調べる方法はどんな方法があるかな。 

   ・本  ・インターネット  ・直接人に聞く 

  ◆情報を整理するポイントはどのようなことでしたか。 

   ①キーワードで書く  ②一つの付せんに一つの情報  

③仲間分け 

・調べる方法にはどのような 

手段があるか確認する。 

・NHKforSchool「しまった！

情報活用スキルアップ」を

視聴して，収集した情報の

記録の仕方について学ぶ。 

・今回は①②を全員に意識さ 

せ，③はできる児童にのみ 

意識させるようにする。 

３ 情報収集をする。(25 分) 

・柿の葉ずしはどのように作るのだろう。 

・柿の葉ずしのよいところはどんなところだろう。 

・柿の葉ずしにはどのような栄養があるのだろう。 

・どうして柿の葉に巻くのだろう。 

・萬葉にはどんなお客さんが買いに来るのだろう。 

・奈良県と萬葉の柿の葉ずしの違いは何だろう。 

・Ｓさんはどうして萬葉で働き始めたのだろう。 

 

 

 

 

 

・今回，インターネット検索 

は行わせず，複数のサイト 

の印刷物を配布し，必要に 

応じてそこから情報収集

を行わせる。 

・情報量が少ないので，情報 

収集は２，３人の小グルー 

プで協力して行わせる。 

・最後に本日解決できなかっ 

たことを確認し，Ｓさんに 

聞いてみないと分からな

いことがあることに気付

き，直接聞いてみたいとい

う思いを持たせる。 

４ 振り返りカードを書く。(10 分) ・明日，続きを行うことを伝 

え，そのとき調べたいこと

を明確にさせる。 

＜次時＞  柿の葉ずし萬葉の店主Ｓさんを交えて，情報収集の続きを行う。 

(３)  本時の評価 

情報収集の方法を知るとともに，知りたいことの内容に合った方法を考え，調べている。 

(観察) 

 

 

 

 

 

柿の葉ずし萬葉 知る知る博士になろう。 

Ｓさんに直接聞かないと分からな

いことがあるなあ。  
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(４)  板書計画 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かきの葉ずし まんよう 知る知るはかせになろう！  

 

①  調べ方名人の心え → ②調べる準備をしよう → ③調べよう → ④見やすく      

まとめよう 

１.キーワードで書く 

２.一つのふせんに，じょう 

ほうは一つ 

(３.グループ分けする） 

★ 自分の言葉で 

★ 分からない言葉は調べ

よう！  

方法  

 ・本  

 ・インターネット  

 ・人に聞く  

   

 

 

 

 

 

  

※前時に考えた，知りたいこと

を整理した表（掲示物）  

国語で学んだ  

「レポート」に

まとめよう！  



21 

 

第３時 (３／７) 

(１)  本時のねらい 

     柿の葉ずし萬葉の店主Ｓさんに質問をしたり，資料を読んだりして，柿の葉ずし萬葉に 

関係することについて調べることができる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

Ａさん，Ｓさんに学校に来てもらったり，Ｍさんの元へ再度訪問したりして，校内だ

けでは解決できない問いを解決させる時間を設定した。「分からなかったことも，Ａさ

ん，Ｓさん，Ｍさんのおかげで詳しく調べることができた」という可能性を実感させ，

後の報告会へと意欲を持続させる。 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

   習へと結び付ける。 

(３)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

・調べたことを整理して記録する方法を知っている。 

・インターネットの情報(印刷物)や本だけでは分からないことがあり，Ｓさんに直接聞いて

みたいという思いを持っている。 

１ 本時のめあてを確認する。(３分) 

 ◆前時の児童の振り返りカードを読み，前時を想起する。 

・温めるとおいしいことがわかった(Ｎ児) 

  ・もっとＳさんや萬葉のことを知りたい。(Ｋ児) 

  

・２名の児童の振り返りカー

ドを紹介し，分かったことを

具体的に書けていること，ま

た，Ｓさんに聞きたいという

思いをもっていることを全

体の場で共有する。 

・めあてを確認した後に，みん

なが「知る知る博士」になる

ために，今日は特別にＳさん

に来ていただいたことを知

らせる。 

２ Ｓさんから柿の葉ずしや萬葉について教えてもらう。 

(32 分） 

 ◆全員で聞きたいこと 

 

 

 

 

 

 ◆小グループごとに聞きたいこと 

 

 

 

 

 

 

・Ｓさんには前半は全体に答

えていただき，後半はグルー

プを回って各々の質問に答

えていただく形にしてはど

うか，担任から児童に提案す

る。 

・テレビや黒板に，店の写真を

提示して，柿の葉ずしそのも

の以外のＳさんや萬葉の疑

問にも焦点を当てる。 

・前時に，資料から情報収集す

ることで出た新たな疑問で

もよいことを伝え，積極的に

質問したいという思いにつ

なげる。 

 

 

 

他の地域には鯖以外

でも柿の葉ずしがあ

るみたいですけど，

萬葉は作らないので

すか。 

Ｓさんは，作るとき

にどんなことに気を

付けているんです

か。 

柿の葉ずしはどのよ

うに作っているので

すか。 

どうして「萬葉」と

いう名前なのです

か。 

柿の葉ずし萬葉 知る知る博士になろう。  

温めるとおいしい

って資料に書いて

あったけど，萬葉

のも温めるとおい

しいのですか。 

Ｓさんにとって柿の

葉ずしのよさって何

だと思いますか。 
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３ 振り返りカードを書く。(10 分) ・情報収集のため土日にお店

に行ってみたいという意欲

を称賛しつつ，他の片平の宝

(森の香本舗・まめ坊)のこと

も想起させる。 

・これから「片平の宝をどうし

ていきたいか」というような

先のことも考えることを提

案してから振り返りカード

を書かせる。 

＜次時＞   

・調べたことを自分の学級の他のチームに知らせたいという思いを持つ。 

・自分の学級の他のチームに知らせるために，個人(またはグループ)でまとめる。 

(４)  本時の評価 

    Ｓさんに質問をしたり資料を読んだりして，柿の葉ずし萬葉に関係することについて

調べている。(観察，学習カード) 

(５)  板書計画 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

かきの葉ずし まんよう 知る知るはかせになろう！ 

Ｓさん まん葉 かきの葉ずし 

・まんように店ができてから

ずっとはたらいている。 

・もっと多くの人に食べても 

らいたい。 

・かきの葉ずしを知ってほし

い。 

・箱は，ならの人がデザイン

している。 

・まんようはサバのみ。 

・かきの葉はしおにつけてい

る。 

・まんようオリジナルの味つ

け。 

・ずいほうでんに来た人がた

くさん買いに来る。 

・かん西の方の食べ物。 

・温めてもおいしい。 

・場所によって形がちがう。 

・かきの葉…ばいきんをころ 

す役目がある。 

・一口で手軽。 

・ほぞんできる。 

 写真 写真 写真 
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第４，５時 (４，５／７) 

(１)  本時のねらい 

柿の葉ずしに関係する情報を，クラスの他のチームに伝える必要があることを理解し， 

話し合いながら自分たちが伝えたい内容を決めることができる。  

(２)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

柿の葉ずしに関係することについ，店主本人へのインタビューや資料から情報を集めてい

る。 

１ 本時のめあてを考え，本時の見通しを持つ。(20 分) 

 

◆宝について，こんなにたくさんのことを知ることができ 

たね。これをどうしていきたいかな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆分かりやすくまとめるとは，どういうことでしょう。 

  ①伝えたいことをしぼってまとめる。(片平の宝と言え 

る内容) 

  ②伝えたいことが伝わるような写真や絵を載せる。 

  ③文章の前に，一目で分かる小見出しを付ける。 

・自分の知る知るシートを確

認させ，たくさんの情報を

集めたことを実感させる。 

・「片平の宝(柿の葉ずし)知 

る知る博士になるため」と

いう目的で調べてきたが，

自分たちがたくさん知った

ことをどうしたいか問い掛

け，考えさせる。 

・漠然とした「広めたい」とい 

う思いについては，他の二つ 

の「片平の宝」についてはま 

だ分かっていないことや，

チーム３年生として活動し

ていることを確認し，まと

める前，何のためにまとめ

るか共通理解を図る。 

・「広めたい」という思いは大

切にし，今後，学校→保護者

→地域と段階を踏んで広め

ていく方法もあることを視

野に入れ，まず自分たちは

何をすべきかを考えるよう

促す。 

２ 伝えたい内容を選ぶ。(30 分) 

（１） 伝える相手，目的を確認する。 

（２） 伝えたいことを選ぶ。 

選ばせる視点 

●聞き手が，柿の葉ずしってすごい！と思うこと 

●聞き手が行ってみたい，食べてみたい！と思うこと 

 

・まず，個人で自分の集めた情

報を三つの観点(店主，店，

商品)に分けて，一つの観点

につき，伝えたいこと一つ

を選ばせる。選ぶ視点は，聞

き手が，「柿の葉ずしってす

ごいと思うもの」，「行って

みたい，食べてみたい！」と

いうものとすることを伝え

る。 

・個人で選んだ内容を，ピラミ

ッドチャートを使い，更に

グループで伝えたい内容を

四つまで絞るように指示す

る。 

 

他のチームに分かったことを知らせるために，分かりや

すくまとめよう。 

まめ坊や森の香にも

秘密がありそうだ。

他のチームと調べた

ことを伝え合いたい

な。  

仙台の人に合うよう

なオリジナルの味付

けにしたことみんな

知ってるのかな。  

柿の葉寿司はまんよ

うは東北でただ一つ

なんだよ。これを伝

えたいな。  
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・理由を伝えてから付箋を操

作することや，同じ意見は

重ねてもよいことなど，ピ

ラミッドチャートの使い方

を説明してから取り組ませ

る。 

３ 文章を考える。(40 分) ・ワークシートを使い，文章を

個人で考えさせる。その際，

国語のレポートを書く学習

を想起させ，分かりやすく

伝えるための文章を考えさ

せる。 

＜次時＞  模造紙に載せたい写真を選び，模造紙にまとめ始める。 

(３)  本時の評価 

柿の葉ずしに関係する情報を，クラスの他のチームに伝える必要があることを理解し， 

話合いながら自分たちが伝えたい内容を決めている。(観察) 

(４)  板書計画 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他のチームに分かったことを知らせるために，分かりやすくまとめよう。  

 
★分かりやすくまとめる  

➀しぼって 

②しゃしんや絵  

③見出し 

えらぶポイント  

●かきのはずしってすごい！   

●行ってみたい，食べてみたい！  
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第６時 (６／７) 

(１)  本時のねらい 

    片平の宝だと言える理由を明確にした文章になるよう，グループで話し合いながら修

正し，より具体的な文章にすることができる。  

(２)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

グループ内で各自分担した内容について，分かったことを文章としてまとめている。 

１ 前時を振り返り，本時のめあてを考える。(７分) 

 

 

 

 ◆どうして「宝」と言えるのでしょう。 

   

 

 

 

 

 

 

◆自分の書いた文章は，「すてき」が伝わるかな？ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

・同学年の友達(相手)に教え

るため(目的)がずれないよ

うに，授業の初めに共通理

解を図る。 

・「宝」という言葉に注目させ，

言葉の定義について考える

時間を確保し，共通理解を

図る。 

 

 

・前回書いた文章も，称賛しつ

つ，他のチームに教えるた

めに，文章を更にパワーア

ップさせることを伝えて意

欲を持たせる。 

 

２ 「すてき」と言える理由を整理する。(28 分) 

(１) クラゲチャートを活用し，一番伝えたいことを明確 

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

・クラゲチャートを活用して，

柿の葉ずしと萬葉の「すて

き」を明確にさせる。前回書

いた文章があるので，その

中から，その部分を選んで

もよいことを伝える。 

・迷わないよう，テレビで使い

方を確認したり，クラゲの

頭の部分に主語をあらかじ

め印刷したものを配布して

主語の後に続くように考え

させたりする。 

・グループで理由を話し合い

ながら整理させる。 

 

伝える文をパワーアップさせよう！  

萬葉では，仙台の人

に合うオリジナルの

味付けにしている

ね。これは萬葉にし

かない味だった！そ

れも書かなくちゃ。  

柿の葉には病気を防

ぐ役割があるんだっ

て。しかも，保存が

できることは，他の

お寿司と違うとこ

ろ。書き加えよう。  

「すてき」が伝わる文章になるよう  

文章を見直そう。  

 

・Ｓさんは情熱家。  

・萬葉は味付けを工夫してい  

る。  

・柿の葉ずしは栄養がたっぷ  

り。  

・お客さんのリクエストに応え  

て，味付けを考えているか  

ら。  

・おいしさを伝えたくて，味見  

させてくれた！  

 

萬葉オリジナルの味付けをしてい

るから。  

Ｓさんの片平が大好きっていう気

持ちは萬葉にしかない。これも宝

物。  

柿の葉ずし萬葉だけの「すてき」が  

ある！  

みんなに美味しいっ

て食べてもらいたく

て，朝 4 時から起き

て作ってるんだっ

て。Ｓさんの努力は

たからものだよ。  
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(２) 前回書いた文章をパワーアップする。 

 

・半分の大きさの模造紙を各

グループに配布し，文章を

書いた紙(Ａ３)を張り付け

る形に統一する。 

・進み具合が違うので，早く終

わったグループには，文章

に合った絵や写真を選ばせ

るようにする。 

３ 振り返りカードを書く。(10 分) ・前回書いた文章との違いに

着目させて，自分の頑張り

や，分かりやすくなったこ

とを実感させる。 

＜次時＞  引き続き，模造紙にまとめる。 

(３)  本時の評価 

    自分の担当した内容(Ｓさん，寿司，萬葉)について，それが「すてき」と言える理由を 

明確にして文章に書いている。(観察，カード) 

(４)  板書計画 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝える文をパワーアップさせよう！  

だれに  ほかのチームのみんなに  どうして  自分たちの調べたかた平のたから（柿の葉ずし）に  

ついて伝え合うため  

 

 たからもの  すてき がある！  

Ｓさん写真  寿司写真 萬葉写真 

・いつもえ顔    ・ほぞんできる     ・東北でただ一つ  

・かた平が大好き  ・かきの葉のよいかおり ・外国人も来る  

「すてき」を考える（グループ） 

↓ 

その理ゆうを考える（グループ） 

 

文章をパワーアップ（こ人） 

↓ 

もぞう紙にはる（グループ） 

    ↓ 

（絵や写真をくわえる） 

↓ 

ふり返り（こ人） 
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第７時 (７／７) 

(１)  本時のねらい 

    自分たちで調べて分かったことを，他のチームに伝えたり，他のチームの報告を聞いた  

りすることができる。  

(２) 本時の指導にあたって 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

    習へと結び付ける。  

(３)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

それぞれの片平の宝(まめ坊，森の香本舗，柿の葉ずし)について調べたことを，模造紙に

まとめている。 

１ 今日のめあてを確認する。(５分) 

 

 

 

・音楽室の場の設定をしてか

ら全員で本時のめあてを

考え，本時の学習の流れを

確認する。 

・本番前に，練習をしたい場

合は，少し時間を与え，グ

ループごとに練習させる。 

２ 各ブースに分かれて，報告会を始める。(30 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・自分たちの力で調べたこと

を称賛し，町探検だけでは

分からなかったことを調

べられたことを実感させ

る。 

・発表しているチーム以外は

生活科バッグに挟んだＹ

チャートにメモさせる。 

・最後に全体の感想を数名に

発表させ，新しい発見を取

り上げ，興味を持たせる。 

３ 振り返りカードを書く。(10 分) ・学級に戻って，振り返りカ

ードを書かせる。 

＜次時＞  夏休みに自分たちで課題を見付けて調べる。 

(４)  本時の評価 

    自分たちで調べて分かったことを，自分の言葉で他のチームの友達に伝えている。また， 

他のチームの調べて分かったことを聞いて，興味を持ったことをメモしている。(Ｙチャ 

ート，振り返りカード) 

 

片平だけの宝物 報告会をしよう。 

【森の香】和菓子

には 100 以上の

種類があります。

使われている砂糖

も種類によって変

えられているよ。  

【まめ坊】コーヒ

ーにはこんなに種

類があって，気分

によって味を選ぶ

楽しさがあるんで

すよ。  

【萬葉】S さんは

みんなに美味しい

って食べてもらい

たくて，朝 4 時か

ら起きて作ってる

んです。  

【萬葉】柿の葉に

は病気を防ぐ役割

があるんです。し

かも，保存ができ

ることは，他のお

寿司と違うところ

です。  

【まめ坊】A さん

は，ガテマラに行

ったときに，自分

も日本でコーヒー

の素敵を広めよう

って思ったらしい

です。  

【森の香】和菓子

は日本人の好みに

合うような優しい

味が特徴だよ。  
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(５)  板書計画 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かた平だけのかたら物 ほうこく会をしよう！  

 

 １ めあてを考える 

↓ 

２ ほうこく会 

  ・まめぼう 

  ・森のか➀ 

  ・森のか② 

  ・かきの葉 

（３分ずつ） 

↓ 

３ かんそうはっ表 

４ ふり返り 

 

※模造紙 
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８－１ 第４小単元構想 

(１) 目標(実践２) 

｢地域の問題を解決するために自分たちにできることをしたい｣という思いの実現に向 

けて，地域活性化に取り組む人と関わりながら｢片平マーク｣を作成したり，そのマークを

広めたりすることを通して，目的に合わせた表現方法や内容を検討する力や，友達と意見

を出し合いながらよりよいものを目指そうとする力を身に付け，自分の地域に誇りを持

ったり，地域の人と人とのつながりを自分たちで築いていこうとしたりすることができ

る。 

(２) 小単元の学習活動の流れ 

 指導上の留意点  

◆関連する教科 

 

 

① Ａさん，Ｍさん，Ｓさんからの学芸会の感想を知ると  

 ともに，自分たちのそれまでの頑張りを振り返る。【Ｂ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・振り返りの意味が混乱しないよう，今

回は劇の感想と目標に対する達成度

の二点について振り返ることを伝え

る。  

・手紙かビデオレターの形式で店主から

の感想を児童に紹介する。学芸会に来

られなかった店主には，録画した劇を

見ていただき，感想をいただけるよう

依頼しておく。  

② Ｋ会長の話を聞き，自分たちの地域をどのようにして

いきたいか考える。【Ｂ】【Ｃ】 

 

③ 目指す片平の町を考える。【Ｃ】 

 

④～⑧ 人と人とのつながりを増やすきっかけとして，

｢片平マーク｣を作るために，各地方の地域マークの特徴

を調べたり，試作したりして｢笑顔でつながる町片平｣を

目指す。 

【Ｂ】【Ｃ】 

 

 

 

 

 

・Ｋ会長と事前に打合せを持ち，本時に

話してもらう内容について確認して

おく。 

・児童の発達段階とこれまでの児童の思

考のプロセスを考え，話していただく

内容を精選する。 

・各地方に特徴的なマークがあることを

紹介し，特徴を分析させ，片平マーク

を考える際に参考にさせる。 

・イラストレーターＮさんとの関わる時 

間を設定し，イラストとマークの違い

を知る機会を設ける。 

◆社会｢のこしたいもの，つたえたい 

もの｣ 

⑨～⑪ 片平地区餅つき大会(1 月 19 日)で「片平マーク」 

を地域の人たちに周知する計画を立てる。 

⑫ 餅つき大会の報告会を行う。 

⑬ 進級までの時間で何をすべきか検討する。 

 

 

 
※第９～13 時は，学級担任による授業 

・自分たちが作った片平マークを周知す 

るために，当日の役割分担や，割り振 

られた時間の使い方を検討させる。 

・餅つき大会に参加した児童とできなか

った児童の間に差ができないよう，報

告会を設定する。 

 

作った片平マークを，地域の人が集まる片平餅つき

大会や地域の施設で配って，使ってもらおう。  

地域の問題を解決するために，自分たちにできるこ

とはないかな。そうだ，｢片平マーク｣を作って，それを

シールやキーホルダーにしたら，地域の人が同じもの

を持って仲良くなれないかな。  

自分たちが学んできたことや，片平だけの宝物の「す

てき」について，たくさんの人に伝わったみたいでうれ

しいな。でも，こんなすてきな片平だけど，Ｋ会長は，

困っていることがあるって言ってた。具体的にどんな

ことだろう。 

Ⅳ 地域の問題を自分たちの力で解決できないかな。(13 時間)【Ａ】 

期待する変容  主な学習活動  課 題 【手立て】  
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８－２ 本時の指導 

第１時(１/13) 

(１) 本時のねらい 

自分たちの劇を振り返ることを通して，自分たちが調べてきた片平の宝について地域 

の人に伝えられた喜びを共有するとともに，地域のことを更に知りたいという思いを持 

つことができる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

目的を達成するために，台本作りから頑張ってきた創作劇は，３人の店主にどのよう 

に伝わったか分からないままである。そこで，授業者が事前に準備した３人の店主から 

のビデオレターを視聴させることで，自分たちの思いが地域の人へ伝わったことや，自 

分たちの活動が地域の方に感謝されていることを知り，自分たちも地域のためにでき 

ることがあるのだという可能性を実感させる。また，Ｋ会長からのビデオレターも視聴 

させ「地域で困っていることがあること」を伝えてもらい，児童に「詳しく話を聞きた 

い」という思いを持たせる。 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

習へと結び付ける。 

(３) 本時の展開(１／13 時間) 

予想される児童の主な学習活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

「片平の宝を地域の人や保護者に伝えたい」という思いの実現のために，店への取材，台

本作成，小道具準備などを自分たちで進め，一つの劇を作り上げた。その劇を 17 日(土)の

学芸会で公開した。 

１ 本時のめあてを設定する。(３分) 

 

 

 

・児童に問い掛けながら，本 

時のめあてを設定してい

く。 

・振り返りの意味が混乱しな

いよう，今回は①これまで

の取組②目的に対する達

成度の二点について振り

返ることを確認する。 

２ 劇について振り返る。(22 分) 

(１)  学芸会当日，またはそこに至るまでの準備を想起さ 

せ，感想を共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・肯定的に振り返られるよ

う，児童の頑張りを称賛し

つつ，当日に至る過程もス

ライドで提示し，頑張って

きたことを想起させる。  

 

学芸会を振り返ろう！  

お家に帰ったら，

上手だったよって

言われてうれしか

った。  

台本も自分たちで

何度も作り直し

て，分かりやすく

できたと思う。  

おばあちゃんが，

お店に行ってみた

いって言ってくれ

た。  
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３ 保護者，Ａさん，Ｍさん，Ｓさんからの感想を知る。(10

分) 

 

 

 

 

 

 

 

・手紙やビデオレターの形式

で店主からの感想を児童

に紹介する。学芸会に来ら

れなかった店主には，録画

した劇を別日に見せ，感想

をもらっておく。 

４ Ｋ会長からのメッセージを知る。(10 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・４人目のメッセージとして

紹介する。片平地区の魅力

とともに，地域の中で困っ

ていることがあることも

伝えてもらい，詳しく話を

聞きたいという思いを膨

らませる。 

・教師はＫ会長に事前にアポ 

イントを取っておくが，代 

表の児童に電話を掛ける

機会を設定し，自ら思いを

伝えて依頼させるように

する。 

＜次時＞  Ｋ会長に，地域の問題を聞く。 

(４) 本時の評価 

自分たちの頑張りを共有するとともに，更に地域の問題について詳しく知りたいとい 

う思いを持っている。(観察，振り返りカード) 

(５) 板書計画  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まめ坊をここに開い

たわけまで詳しく劇

にしていて，感動し

ました。片平がもっ

と好きになりまし

た。  

学げい会を ふり返ろう！ 

 

 

 

 

 

 

 

【学芸会の目的】  

自分たちが知った片平のたからを，ほご者や  

地いきの人たちに知ってもらう。  

写真 

写真 

困っていることって何だろう。  

Ｋ会長に直接聞いてみたいな。  

写真 行ってみたくな

ったって言われて

うれしかった。  
Ｓさん Ｋ会長 

困っている

ことが・・・ 

Ａさん 

「もっと広めたい」

と思っていた柿の葉

ずしのよさを，分か

りやすく伝えてくれ

ていたね。どうもあ

りがとう。  

Ｍさん 

広 め て く れ

て う れ し い

な。  

みなさんに，こんなに片平のことを知ってもらい，地域の人に伝え

てもらったことがうれしいです。これからも地域の一員としてよろ

しくね。片平はとっても良い地域だけど，実は最近困っていること

もあります。こんなみんなの力を借りて解決できないかなあ。・・・・ 

 

か た 平 が も

っ と す き に

なったよ。  

次の日に買いに来て

くれた人もいたんで

すよ。みなさんの劇

のおかげですね。  

げきを見て，

お 店 に 来 た

人がいた。  

本番まで何回も

やり直して，台本

にもこだわった。  

で き る か な っ て

思ったけど，成こ

うしたと思う！  
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第２時(２/13) 

(１) 本時のねらい 

   Ｋ会長から地域の問題について教えてもらうことを通して，自分たちの地域をどのよ 

うな地域にしていきたいか考えることができる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

本時は，Ｋ会長から地域の現状(問題)を聞くことを通して，地域には自分たちが見付

けてきた魅力だけではなく，解決すべき問題もあることを認識させる。また，その問題

というのは，昔からあった小売店が減少していることである。児童には，これまで関わ

ってきた３店舗も個人商店の一つであることを，次時の振り返りの時間と併せて気付

かせ，自分たちも地域のために何かできることはないか，思いを膨らませていく。 

(３) 本時の展開 

予想される児童の主な学習活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

 Ｋ会長からのビデオレターを通して，学芸会の感想を伝えられるとともに，地域の困って

いることがあることを知らされている。代表児童が，３年生児童の「Ｋ会長にもっと詳しく

話を聞かせてほしい」という思いを，Ｋ会長に電話で伝えている。 

１ 本時のめあてを確認する。(３分) 

 

 

・児童に問い掛けながら，本 

時のめあてを設定してい 

く。 

２ Ｋ会長の話を聞く。(17 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｋ会長と事前に打合せを持

ち，本時に話していただく

ことについて確認してお

く。 

・児童の発達段階とこれまで

の思考のプロセスを考え，

今回は個人商店の減少に

関する問題について話し

てもらう。 

・Ｋ会長の話に合わせた写真 

をテレビで提示する。 

２ どのような地域にしたいかグループごとに考える。(20 

分) 

  ◆片平をどのような町にしたいと考えるかな？ 

安心       笑顔       みんな 

 

 

 

 

 

・「○○な町」と掲げたいキー

ワードを短冊に書いて挙げ

るよう指示する。 

・考えたキーワードの理由を

聞き，板書して整理してい

く。 

・Ｋ会長に各グループを回っ 

てもらい，一緒に考えたり

アドバイスをしたりしても

らう。 

３ 再度，Ｋ会長からの話を聞く。(５分) 

・１月 19 日(土)は，例年通り片平地区餅つき大会があり，た 

くさんの人が集まるよ。 

・大人だけじゃなくて，みんなと町づくりできることがとっ 

てもうれしいよ。 

・困ったときはいつでも相談してくださいね。 

・年明けに地域の人と関わる

機会があることと，今後も

関っていけることをＫ会

長から伝えてもらい，次時

への意欲を喚起する。 

＜次時＞  Ｋ会長の話を振り返り，目指す町のために自分たちにできることを考える。 

外国の人も日本人も，

老人も小さい子も，み

んなが安心して暮ら

せるような町にして

いきたいな。  

訓練やイベントが多

いけど，一部の人だけ

じゃなくてみんなが

参加できるような町

がいいな。  

これまで出会ったＡ

さんやＳさんのよう

にいつも笑顔で明る

い人がたくさんいる

町にしたいな。 

片平の町の困っていることを教えてもらおう。  

Ｋ会長，ビデオレターで話していた，困っていることって何で

すか。 

【地域の問題】  

昔からあった商店が

少なくなってきてい

るんだよ。  

 

【Ｋ会長の思い】 

地域の中で人と人

とがつながってほ

しいんだ。 
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(４) 本時の評価 

地域の問題を知ることを通して，自分たちの地域をどのような地域にしていきたいか

キーワードを挙げたり，友達やＫ会長の提案に対する自分の考えを振り返りカードに書

いたりしている。（観察） 

(５) 板書計画 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かた平の町のこまっていることを教えてもらおう! 

 

 

 

 

 

 

すてき  問だい  

◎お店の人がやさしい  

◎かた平だけのお店がある  

◎外国人にも住みやすい  

・仙台駅が近い  

・お店がたくさんある  

・大学があってべんり  

△昔からあるお店がへってきている  

△地いきのつながりがうすい  

 

 

かた平を知る  

 
え顔 なかよし  

安心  みんな  

安全 きまりを守る  

元気 明るい  

助け合える  

…  

「○○な町 かた平」 
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第３時(３／13) 

(１) 本時のねらい 

Ｋ会長の話を振り返ることを通して，「笑顔でつながる町片平」の実現のために，これ 

まで関わった店と協力してできることがありそうだという思いを持つことができる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

    習へと結び付ける。 

(３) 本時の展開 

予想される児童の主な学習活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

Ｋ会長を学校に招き，自分たちの口で「地域の困っていることを教えてください」とお

願いし，直接話を聞いた。またＫ会長からの「みんなで目指す町を考えませんか」という

提案の基「○○な町片平」に当てはめたいキーワードを考えた。 

１ みんなで考えた「目指す町」について共通理解を図る。

(５分) 

・３学級で出たキーワードを

つなぎ合わせ，児童が納得

するようにみんなの思い

が詰まった言葉であるこ

とを説明しながら提示す

る。 

２ 本時のめあてを設定する。(２分) 

 

 

 

 

・児童に問い掛けながら，本

時のめあてを設定してい

く。 

３ 前時のＫさんの話を振り返る。(28 分) 

 

 

 

 

 

 

  ◆個人商店のよさって何だろう。 

個人商店 

(まめ坊，森の香，萬葉) 

大型スーパー 

(Ｉ，Ｓ) 

・お客さんと気軽に話せる。 

・おすすめがある。 

・こだわりがある。 

・歴史がある。  

・作りたて。 

・オリジナル。  

・おまけがある。 

・売り切れがある。 

・何でもそろっている。 

・一回で買い物が済ませられ 

る。 

・駐車場がある。 

・広い。 

・種類がたくさんある。 

・セールがある。 

 

 

 

 

 

 

・できることを考える前に，

総合で身に付ける力の一

つ「とことん追究する力」

を意識させ，地域の個人商

店のよさを一度整理する

時間を設ける。 

・個人商店と大型スーパーの 

特徴を挙げさせ，授業者が

黒板で整理する。 

・途中スライドを提示し，個 

人商店の良さは，目指す町

の実現につながることに

気付かせる。 

 

 

 

 

 

・Ｋ会長が前時の最後に言っ 

言葉を示し，自らが行動 

を起こさなければならな 

いという意欲につなげる。 

 

 

地域の個人商店

が減ってきてい

るらしいね。  

「笑顔でつながる町片平」にするために，自分たちにで

きることを考えよう。  

人と人とのつな

がりが減ってい

るとも言って

た。  

これからもみんなと一緒にやっていけたら…。【Ｓさん】  

どうすればこうなるの。これらのお店やさんとみんなはつながったけど，

そのつながりをどうすればいいか考えてほしい。【Ｋ会長】  

でも，○○や△

△(大型スーパ

ー)があるから

困らないよ。  

でも，私たちと

つながっている

からいいんじゃ

ない。  
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 ・どのようなことに取り組も

うか具体的なイメージが

持てないことを考え，場合

によっては授業者から例

を示したり，案が思い付い

た児童の考えから発想を

広げて具体にしたりする。 

４ 振り返りカードを書く。(10 分) ・書く内容につい個人差が出

てきたので，手本を示し，

もう一度内容について確

認する。具体的に書くこ

と，事実のみではなく自分

の感じたことや考えたこ

とを書くように指導する。 

＜次時＞ 

担当する店と何ができそうか，どのような手順で着手するか考える。 

(４) 本時の評価 

     「笑顔でつながる町片平」の実現のために，これまで関わった店と協力して何かをし

たいという思いを自分の言葉で振り返りカードにいている。(振り返りカード) 

(５) 板書計画 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※掲示物  

(児童の考えたキーワード ) 

 Ｋ会長の話をふり返ろう。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△かた平のこ人商店がへってきている  

△人と人とのつながりがうすい  

 

Ｋ会長写真  

え顔でつながる町 かた平 
☆どうすればこうなるか，考えて教え  

てくださいね。  

こ人しょう店 

(まめ坊，森のか，まん葉) 

大型スーパー 

(Ｉ，Ｓ) 

・おきゃくさんと気軽に話せる 

・おすすめがある 

・こだわりがある 

・れきしがある ・作りたて 

・オリジナル  ・おまけがある 

・売り切れがある 

・何でもそろっている 

・一回で買い物がすませられる。 

・ちゅう車場がある 

・広い 

・しゅるいがたくさんある 

・セールがある 
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第４時(４／13) 

(１) 本時のねらい 

友達との話合いを通して，目指す町として掲げた「笑顔でつながる町片平」について， 

「つながる」ことはどういうことなのか考えることができる。 

(２) 本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

Ｋ会長に教えていただいた地域の問題の解決に向けて，３年生全員で掲げた「笑顔でつ

ながる町片平」を目指すことを共通理解している。 

１ 本時のめあてを設定する。(３分) 

 

 

 

・児童に問い掛けながら，本

時のめあてを設定してい

く。 

２ 「笑顔でつながる町」について考える。(42 分) 

◆どうなったら，地域の人と人とがつながったと言えるか 

な。 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆では，この二つを満たすために，みんなは何ができそう 

かな。 

  

・すぐ活動に入るのではな

く，地域のつながりとはど

ういうことなのか学級全

体で共通理解を図る時間

を設ける。 

・つながりがないのではな

く，つながりが薄くなって

きているというＫ会長の

言葉を想起させる。元々あ

るつながりも大切にした

いという思いを持たせる。 

・「つながる」とはどういうこ

とか班で意見を出し合い

考えさせるが，後に発表す

ることが目的ではなく，互

いの考えを聞いて，考えを

膨らませてほしいという

ことを伝える。 

・作った後は，どのようにす

るかもイメージを持たせ，

見通しを持って学習させ

る。 

・Ｓさんからのメッセージを

想起させ，店の協力を得る

ことが可能であることに

気付かせる。 

・時間に余裕があった場合，

マークを試しに描かせ，思

いを膨らませる。 

・次時(12 月３日)までの宿

題として，一人一人マーク

を考えておくように指示

し，次時は互いに見合うこ

とから始められるように

する。 

＜次時＞  一人一人が考えた片平マークについて検討する。 

笑顔でつながる町作戦を立てよう！ 

片平マークを作ってみよう！  

困ったときに，自然と

助け合えるような関係

ができれば，つながっ

たって言えるんじゃな

いかな。  

地域の人，一人一人

が，片平を大好きに

なったら，つながっ

たって言えそう。  

地域の人同士が会話で

きるようになれば，つ

ながった証拠だと思

う。  

片平の一員とい

う自覚 

片平が好きと

いう気持ち  

 

つながる 
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(３) 本時の評価 

      友達との話合いを通して，目指す町として掲げた「笑顔でつながる町片平」について， 

「つながる」ことはどういうことなのか考えたことを振り返りカードに書いている。(振 

り返りカード) 

(４) 板書計画 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え顔でつながる町作戦を  立てよう！ 

 

          ＝地いきの人と地いきの人  

・こまったときに助け合える。  

・お話できる関係  

つながる 

Ｋ会長写真  

かた平の  

一員  

かた平が  

好き  

 

片平マークを作ろう！  

○お店で使ってもらう  

○お店に来た人にくばって  

もらう 
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第５時(５／13) 

(１)  本時のねらい 

    各地の地域マークから，特徴を見付けることができる。 

(２)  本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

地域の人と人とがつながる町を目指し，片平マークを作ることに話合いがまとまり，土日

のうちに試しとして一人一人マークを考え，描いている。 

１ 本時のめあてを設定する。(３分) 

 

 

 

 

・児童に問い掛けながら，本

時のめあてを設定してい

く。 

・児童がワクワクするような

タイトルも設定し，学習の

意欲を沸かせるようにす

る。 

２ 自分たちが考えてきたマークを見合い，地域マークには 

どのようなものがあるか考える。(42 分) 

  ◆友達の考えてきたマークを見て，どんなことを感じ 

ましたか。 

  ・〇〇さんのは，手があって「つながっている」感じがし

たよ。 

・△△さんのは，三つのお店が入っていて，いいなと思っ 

たよ。 

  ・◇◇さんのは，色々なものに使えそうなマークがあっ

たよ。 

  ◆日本各地の色々な地域マークを見て，特徴を見付けよ 

う。 

 

 

 

 

 

 

 

・児童が，一生懸命考えたこ

とや，初めての取組に挑戦

していることを大いに褒

め，考えてきたマークを認

めながら，モデルとなるマ

ークを提示し，特徴がある

ことに気付かせる。 

・マークを研究することは総

合で身に付ける五つの力

の中の「とことん追究する

力」を身に付けることにつ

ながることを伝え，活動に

意味付け，価値付けをす

る。 

・地域活性化や地域の主体性

向上をねらった地域のマ

ークをプリントとテレビ

で提示し，見付けた特徴を

付箋に記録させる。 

・自分の考えを持ったり，友

達と検討したりするため

に，①個人で付箋に書き出

す→②グループでＫＪ法

により特徴を整理する→

③学級全体で共有すると

いう流れをとる。 

＜次時＞  片平マークを作る際の視点を設定する。 

(３)  本時の評価 

   各地の地域マークから特徴を見付けている。(付箋) 

 

 

 

 

 

笑顔でつながるプロジェクトの計画を立てよう！  

～片平マーク研究所～  

どれもシンプル

だね。見た人も

描けそうだな。  

顔があるマーク

は，表情がどれ

もニコニコだ

よ。  

地域のよさや魅

力が絵で表され

ているよ。  

かわいくて，お

しゃれなものが

多くて，印象に

残るね。  
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(４) 板書計画 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え顔でつながるプロジェクト～かた平マークけんきゅう所～ 

プロジェクトの計画を立てよう！ 

○友だちのマークを見てみよう！  

 ・かた平らしさ  

 ・つながっている感じ  

 ・いろいろ使えそう (シール，キーホルダー ) 

 

○マークのとくちょうを見付けよう！  

・絵から伝わることがある  

・シンプル  

・おぼえやすい  

・絵と文字がある  

・形や色もそれぞれちがう  

・楽しくなる  

・見ているとえ顔になる  

マーク① マーク④  マーク③  マーク②  マーク⑤  
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第６時(６／13 時間) 

(１) 本時のねらい 

片平マークの使い方についての可能性を出し合い，「笑顔でつながる町」の実現に向 

けて，班で話し合いながら片平マークを考えることができる。 

(２) 本時の展開 

予想される児童の学習活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

試しとして一人一人マークを考え，描いている。また，各地の地域マークを見て，学級で

話し合いながら特徴を見付けている。 

１ 前時を振り返る。(３分) ・掲示物を通して，前時に児

童から出た，マークの特徴

を三点にまとめ，自分たち

のマークもその三点を目

指すことを明確にする。 

２ 本時のめあてを設定する。(２分) 

 

 

 

 

・前時の振り返りを受けて,

本時はどのようなことを

すべきなのか，児童に問い

掛けながら，めあてを設定

していく。 

２ マークの可能性について検討する。(15 分) 

  ◆片平マークを考えて何に使おう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「見通す」とはどういうこと

なのか，どのような良い点

があるのか説明し，マーク

を作成した後の見通しを

持つ必要感を持たせる。 

・児童の発言を板書し，活用 

する機会と活用方法の二

つの視点に整理する。 

３ 班ごとに片平マークを考えよう。(20 分) 

 

 

 

 

 

 

・学習活動２で整理したこと

を，今後の見通しとして持

ちながら，班で意見を出し

合いマークを考えさせる。 

・前時に自分で考えてみたマ

ークや，各地方のマーク一

覧 (プリント )なども参考

にさせながら，作り直すの

ではなく，よりよいものを

目指そうという思いを持

てるよう，励ましながら取

り組ませる。 

 

 

 

 

 

 

お 店 で 使 っ て

も ら お う よ ！

きっと A さん

たちなら，協力

してくれるよ。 

笑顔でつながるプロジェクト ～片平マーク研究所～  

○組で考えたマークを決定しよう！ 

地 域 の 掲 示 板

に 貼 っ た ら ど

う か な ？ ぼ く

た ち の 考 え も

一 緒 に ポ ス タ

ー に し て お 知

ら せ で き な い

かな。  

自 分 た ち も シ

ー ル や キ ー ホ

ル ダ ー に し て

持 ち 歩 い た ら

い い ん じ ゃ な

いかな。  

片平地区もちつ

き大会があるよ

ね。そこでシー

ルにして配った

ら？毎年地域の

人がたくさん集

まるよね。  

地域の頭文字をかたど

っていたマークがあっ

たよね！片平の「Ｋ」

って文字を入れたらど

うかな。  

「つながる」という意

味を手をつないでいる

絵で表現したらどうか

な。  

見てて楽しくなって

ほしいから，表情は

笑っている方がいい

よね。  

○○さんと△△さん

の，このデザインいい

ね！合体させたらどう

だろう？ 

ちょっとごちゃごちゃ

してるかな？一番伝え

たい「笑顔でつなが

る」が分かるように考

え直そう。  

地域マーク三つのポイント  

①伝えたいことが伝わる  

②覚えやすい  

③ハッピーな気持ちになる  
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４ Ｋ会長の言葉を想起させる。(５分) 

 

 

 

 

・掲示物を提示して，Ｋ会長

が来てくれたことを想起

させ，「どんな取組をする

か決めたら教えてね」とい

う言葉に注目させ，考えた

マークを見てもらおうと

いう気持ちにさせる。 

＜次時＞ Ｋ会長からの評価を知り，片平マークを再検討する。 

(３) 本時の評価 

    「笑顔でつながる町」の実現に向けて，視点に沿って片平マークを考え，班で意見を言 

いながら作成している。(観察) 

(４) 板書計画 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え顔でつながるプロジェクト ～かた平マークけんきゅう所～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○組で考えたマークを一つにきめよう！ 

 

マーク  

どうやって広め

る？  

○三つの店  

○自分たち  

○地いきのけい

じ板  

○自分たち  

何にする？  

○シール  

○キーホルダー  

○バッジ  

○ポスター  

○紙  

Ｋ会長  

  目 指 す 町 の

た め に 何 が で

き る の か っ て

ことを考えて，

教えてね。  

※掲示物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①伝えたいことが伝わる  

②覚えやすい  

③ハッピーな気持ちになる  
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第７時(７／13 時間) 

(１) 本時のねらい 

Ｋ会長からの評価を受けて，学級で一つのマークを再考する際の条件を考えることが 

できる。 

(２) 本時の指導にあたって 

・「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

地方のマークの特徴を整理分析したり，個人で試作したりして試行錯誤して作り上

げたグループごとの片平マークに対して，Ｋ会長から「片平マークとしては認められな

い」という言葉をいただく。これで満足だという児童の思いと，現実は認めてもらうに

至っていないという認識のずれを生み出し，探究への意欲を高める。 

・自分の学びを内省的に文字言語で振り返る機会の設定(手立てＣ) 

本時の学習について個人で振り返り，学習の過程や自分の思いを認識させ，次時の学 

    習へと結び付ける。 

(３) 本時の展開 

予想される児童の学習活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

①覚えやすい②伝えたいことが伝わる③ハッピーな気持ちになるの三観点で，班ごとに片

平マークを考えた。考えたマークは，授業者を通してＫ会長に見ていただいている。 

１ 前時を振り返る。(１分) ・頑張りを認め，目指すマー

クの観点を意識して考え

ている部分を取り上げ賞

賛し，自信につなげる。 

２ Ｋ会長からの評価を知り，本時のめあてを設定する。(７ 

分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童の思考の流れを本時に 

つなげるため，動画を見て

から，本時取り組むべきこ

とを自覚させ，めあてを設

定する。 

・ビデオレターを通して，Ｋ

会長からは評価のみでは

なく，アドバイスも伝えて

もらい，児童に期待と使命

感を持たせる。 

・Ｋ会長紹介のイラストレー 

ターＮさんについては，ビ

デオレター視聴後に，再度

スライドを提示しながら名

前と立場を理解させる。 

 

笑顔でつながるプロジェクト～片平マーク研究所～  

片平マークをパワーアップさせよう。  

【Ｋ会長】  

片平マークとは，おもしろいと思います。しかし，これを片平マ

ークにすることは認められません。ここで私からみんなへ，三つ

のメッセージを送ります。 

①絞りましょう！もっとシンプルに！ 

②イラストレーターＮさんを紹介します。その人にマークのこと 

を教えてもらうとよいでしょう。 

③１月 19 日もちつき大会でお披露目してもよいですよ。 

 

認められないって…。

せっかく考えたけど，

も う 一 度 考え 直 そ う

よ。  

「みんなで共通のもの

を持って仲良く」って

言っていたよ。六つを

絞らないと…。  

Ｎさんって誰だろう。

アドバイスをもらえた

ら う ま く いく 気 が す

る。  
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３ 本時の流れを確認する。(２分) 

  ①パワーアップさせたいマークを絞る。 

  ②パワーアップさせる。 

 

 

・ゼロから考えるのではな

く，今あるものの中から，

基にして考えるものを決

め，それを改良(パワーア

ップ)する方法を提案し，

前時まで各々が考えたマ

ークの良いところを取り

入れるスタンスで考えさ

せる。 

４ 六つのマーク案を絞る。(25 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・児童の状況に合わせて，初

めにペアで評価する時間

を設ける。 

・全体での検討は，ピラミッ

ドチャートを活用して児

童の考えを可視化しなが

ら整理していく。 

・思考ツールには慣れていな

いため，授業者が板書とし

て整理するに留める。 

５ 振り返りカードを書く。(10 分) ・書く内容につい個人差が出

てきたので，手本を示し，

もう一度内容について確

認する。具体的に書くこ

と，事実のみではなく自分

の感じたことや考えたこ

とを書くように指導をす

る。 

＜次時＞  

Ｎさんを招いて，マークのデザインについてアドバイスをもらいながら完成を目指す。 

(４)  本時の評価 

    各班で考えた片平マークの良い点と改善点を共有することを通して，学級で一つのマ 

ークを再考する際の条件を考えたり，友達の考えに納得したりしている(振り返りカード) 

(５)  板書計画 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

え顔でつながるプロジェクト ～かた平マークけんきゅう所～ 

かた平マークをパワーアップさせよう！ 

 

 

 

 

 

 

①しぼって！ ②おぼえにくい！ 

 

 

もちつき大会 ひろうしていいよ 

Ｋ会長写真  

 

 

 

 

①は，ハッピー

になるね。でも，

顔がいっぱいで

覚 え に く い か

も。  

③は，ＫＡＴＡ

ＨＩＲＡの文字

に笑顔が入って

いるので，目指

す町が伝わると

思う。  

②は，つながる

町 を 目 指 す の

に，「ニコニコの

町」になってる。

「つながる」に

直してはどうか

な。  

④は，片平のよ

さ が 伝 わ る け

ど，覚えにくい

な。  

    

 

 

かた平マークと

してはみとめら

れません！  
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第８時(８／13 時間) 

(１) 本時のねらい 

片平の町づくりに関わるイラストレーターＮさんとの出会いを通して，マークの考え 

   方を知り，学級でまとめたマークに取り入れる条件を満たすマークを考えることができ 

る。 

(２) 本時における 

・「ずれ」「憧れ」「可能性」の実感を伴う意図的な授業場面の設定(手立てＢ) 

Ｋ会長からの紹介ということで，片平の町づくりに関わってくださっているイラス 

トレーターＮさんにアドバイスをもらって考えることで，自分たちの思いをマークに 

込められそうだという「可能性」を実感させ，探究への意欲を高める。 

(３) 本時の展開 

予想される児童の活動と反応 教師の支援 

＜本時に向かう児童の実態＞ 

各学級で一つのマークを考える際に，取り入れたい条件を決めている。１組：①笑顔を入

れる②個人商店の固有名詞は書かない③地名(片平)を入れる。２組：①手をつなぐ②地名(片

平)を入れる。３組：①「つながり」の意味をハートで表現する②地名(片平)を入れる。 

１ 本時のめあてを設定する。(３分) 

 

 

 

 

 

・児童に問い掛けながら，本

時のめあてを設定してい

く。 

 

２ Ｎさんから指導をもらう。(10 分) 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｎさんに児童の正面に座っ

てもらい，自己紹介を兼ね

て，イラストレーターとし

て大切にしていることを

話してもらうよう事前に

依頼しておく。 

３ Ｎさんに助言をいただきながら，マークを考えていく。

(32 分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・授業者は，児童の考えを板

書として可視化していく。 

・言葉で伝えにくいことは描

いて表現できるよう，各班

にホワイトボードを配布

しておく。 

＜次時＞  決定したマークを手直しし，1 月 19 日に向けて簡易版シールを作る。 

 

一つのものを完

成させるために

100 回以上描く

ものです。 

マーク 

みんなのデザイ

ンしたものを見

て感じたことは

…。  

デザインから伝

えられること

は，文字以外

に，色，表情…

色々あります

よ。  

【元々考えていた条件】  

①覚えやすい  

②伝えたいことが伝わる  

③ハッピーな気持ちになる  

笑顔でつながるプロジェクト～片平マーク研究所～  

Ｎさんにアドバイスをもらいながら，片平マークを完成

させよう！ 

【前時に設定した条件】  

①手をつなぐ  

②「片平」の文字を入れる  

 

「片平」って文

字は，小さい子

にも読めるよう

に平仮名がいい

と思うな。  

つながりを持っ

てポカポカして

ほしいから，色

は温かい色を使

いたいな。  

表情を入れるに

してもキャラク

ターがいないか

らなあ…。  

片平には外国人

も多くて，そう

いう人ともつな

がりたいから，

ローマ字を使い

たい。  
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(４) 本時の評価 

片平の町づくりに関わるイラストレーターＮさんとの出会いを通して，マークの考え 

   方を知り，学級でまとめたマークに取り入れる条件を満たすマークを考え，意見を言って 

いる。(行動，観察)  

 (５) 板書計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第９～13 時は，学級担任による授業(指導案省略) 

え顔でつながるプロジェクト ～かた平マークけんきゅう所～ 

Ｎさんにアドバイスをもらいながら，かた平マークを完成させよう！ 

 

マーク     イラスト マーク① マーク④  マーク③  マーク②  マーク⑤  

新マーク  

掲示物  掲示物  


