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⑮第３学年　総合的な学習の時間年間指導計画

恩方の自然をみつけよう
（３６）

・学校の植物・昆虫を調べる。（２）
・さまざまな野菜の苗を植えて育て観察する。（４）

・恩方の自然に関心を持ち、進んで生き物につ
いて調べようとしている。【関心・意欲・態度】
・生き物について自分が調べたい課題を見つけ
ている。【情報処理能力】
・課題を解決するために自分で飼育・観察した
りしている。【課題解決能力】
・飼育・観察したり分かったことや調べたことを
わかりやすく工夫してまとめている。【表現力】
・調べたことをわかりやすいように工夫してまと
めたり発表したりしている。【表現力】「情モ」相
手への影響を考えて行動する。
・情報社会で安全に生活するための危機回避
の方法に気付いている。【気付く力】「情モ」情報
の発信や情報をやり取りする場合のルールや
マナーを知り、守る。

・ビオトープの生き物を捕まえる。（２）
・教室で飼育・観察する。（２）
・川の生き物を捕まえて、教室で飼育・観察する。
（３）

・自分がビオトープや川で捕まえた生き物について
調べる。（５）
・自分で調べた生き物についてまとめ発表する。（４）

・蚕を卵から幼虫まで育てる（３）
・育つ様子を観察し、新聞にまとめ発表する。（３）

・自分が育てた野菜を収穫し、観察してきた記録をも
とに新聞にまとめて発表する。（４）
・自分が育てた収穫した野菜を使って地域の施設で
飯盒炊爨をする。（４）【情報モラル】

学習内容（学習内容ごとの時数）

ヤマメを増やそう（２０）

恩方を知ろう（１５）

ヤマメの増殖活動
・恩方の環境について調べる（２）
・ヤマメについて自分の課題をつかむ（２）

･恩方という地域を知ることを通して、恩方の
人々がもつ思いに関心を持ち、自分たちにでき
ることを進んで考え、実行しようとしている。【関
心・意欲・態度】
・恩方の人々の思いを知り、恩方について自分
が調べたい課題を見つけている。【情報処理能
力】
・課題を解決するために、自分で、調べたり、情
報収集したり調べたりしている。【課題解決能
力】
・恩方の地域とどのように関わっていけばよい
か自分の意見をまとめ、発表している。【表現
力】
・恩方の地域に対して、自分がどのようなことで
役に立つことができるか考え、気付いている。
【気付く力】
・恩方の人々と温かい気持ちで関わり、自分に
できることを考え、実行しようとしている。【生き
方につなげる力】
・調べたことをわかりやすいように工夫してまと
めたり発表したりしている。「情モ」相手への影
響を考えて行動する。【表現力】
・情報社会で安全に生活するための危機回避
の方法に気付いている「情モ」情報の発信や情
報をやり取りする場合のルールやマナーを知
り、守る。【気付く力】

ヤマメの増殖活動
・ヤマメの発眼卵をもらい、育てる（２）
・ヤマメについて、自分の課題を調べる（４）

ヤマメの増殖活動
・ヤマメについて発表する（２）

ヤマメの増殖活動
・稚魚を水槽に放流し、観察する（２）
恩方を知ろう
・恩方に住む伝統技術をもった人を調べる（２）
・竹細工について調べる（２）
・そば・うどんについて調べる（２）

恩方を知ろう
・地域や家の中にある古いものについて調べる。（２）
・竹細工とそば、うどん作りに挑戦しよう（体験）（４）
・竹細工とそば、うどん作りについてまとめる（２）

恩方を知ろう
・七輪を使って、お餅を焼いたり、洗濯板を使ってタ
オル等を洗う（３）
・恩方にある古い道具について新聞にまとめ発表す
る。（２）
・竹細工とそば、うどん作りの発表をする。（２）
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・恩方の土地、気候に関心を持ち、進んで、作物の料
理や活用の方法を調べ、日常生活に取り入れようとし
ている。　　【関心・意欲・態度】
・作物について自分が調べたい課題を見つけている。
【情報処理能力】
課題を解決するために自分で栽培したり、観察したりし
ている。【課題解決能力】
・栽培したり観察したり分かったことや調べたことをわ
かりやすく工夫してまとめている。【表現力】
・作物の特徴や昔からの活用方法について気付いてい
る。　　【気付く力】
・栽培、観察したことを他の植物と比較したり自分の生
活の中に生かしたりしようとしている。【生き方につなげ
る力】
・調べたことをわかりやすいように工夫してまとめたり
発表したりしている。「情モ」相手への影響を考えて行
動する。【表現力】
・情報社会で安全に生活するための危機回避の方法
に気付いている「情モ」情報の発信や情報をやり取りす
る場合のルールやマナーを知り、守る。【気付く力】

･恩方たんけんを通して、恩方の人々がもつ思いに関
心を持ち、自分たちにできることを進んで考え、実行し
ようとしている。　　　　【関心・意欲・態度】
・恩方の人々の思いを知り、恩方について自分が調べ
たい課題を見つけている。【情報処理能力】
・課題を解決するために、自分で、調べたり、情報収集
したり調べたりしている。【課題解決能力】
・恩方の地域とどのように関わっていけばよいか自分
の意見をまとめ、発表している。【表現力】
・恩方の地域に対して、自分がどのようなことで役に立
つことができるか考え、気付いている。【気付く力】
・恩方の人々と温かい気持ちで関わり、自分にできるこ
とを考え、実行しようとしている。【生き方につなげる力】
・調べたことをわかりやすいように工夫してまとめたり
発表したりしている。「情モ」相手への影響を考えて行
動する。【表現力】
・情報社会で安全に生活するための危機回避の方法
に気付いている「情モ」情報の発信や情報をやり取りす
る場合のルールやマナーを知り、守る。【気付く力】

ヤマメの増殖活動
・稚魚を水槽に放流し、観察する（２）
竹細工と蕎麦・うどん作り
・恩方に住む伝統技術をもった人を調べる（２）
・竹細工について調べる（２）
・そば・うどんについて調べる（２）

・作物の苗を植え、作物の観察と世話をする（６）
・作物の特徴について調べる（６）

ヤマメの増殖活動
・ヤマメの発眼卵をもらい、育てる（２）
・ヤマメについて、自分の課題を調べる（４）

ヤマメの増殖活動
・地域の環境について調べる（４）
・ヤマメについて自分の課題をつかむ（２）

・作物の観察をし、特徴について調べ、まとめる
（６）

⑮第４学年　総合的な学習の時間年間指導計画

恩方の環境を守ろう（２
０）

恩方を知ろう（１４）

笑顔満点・食満点(36)

・作物の育て方を調べる（６）

ヤマメの増殖活動
・稚魚を水槽に放流し、観察する（２）
竹細工と蕎麦・うどん作り
・竹細工とそば、うどん作りの発表をする。（２）

ヤマメの増殖活動
・稚魚を水槽に放流し、観察する（２）
竹細工と蕎麦・うどん作り
・竹細工とそば、うどん作りに挑戦しよう（体験）
（４）
・竹細工とそば、うどん作りについてまとめる（２）

ヤマメの増殖活動
・ヤマメについて発表する（２）

・パソコンを使って、飯盒炊爨のしおり作りをする
（２）
地域の施設を利用して、収穫した作物でカレーを
作る（４）【情報モラル】

・作物の収穫と自分の調べた植物について発表
する（６）

学習内容（学習内容ごとの時数）
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9 三浦探検隊（２１）

・三浦半島の歴史・文化に関心を持ち、進んで
調べようとしている。【関心・意欲・態度】
・三浦半島について自分が調べたい課題を見
つけている。【情報処理能力】
・課題を解決するために自分で調べたり、積極
的に活動をしたりしている。【課題解決能力】
・分かったことや調べたことをわかりやすく工夫
してまとめ・発表している。【表現力】　「情モ」相
手への影響を考えて行動する。
・情報社会で安全に生活するための危機回避
の方法に気付いている。【気付く力】「情モ」情報
の発信や情報をやり取りする場合のルールや
マナーを知り、守る。
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･恩方という地域を知ることを通して、恩方の
人々がもつ思いに関心を持ち、自分たちにでき
ることを進んで考え、実行しようとしている。
【関心・意欲・態度】
・恩方の人々の思いを知り、恩方について自分
が調べたい課題を見つけている。
【情報処理能力】
・課題を解決するために、自分で、調べたり、情
報収集したり調べたりしている。
【課題解決能力】
・恩方の地域とどのように関わっていけばよい
か自分の意見をまとめ、発表している。
【表現力】
・恩方の地域に対して、自分がどのようなことで
役に立つことができるか考え、気付いている。
【気付く力】
・恩方の人々と温かい気持ちで関わり、自分に
できることを考え、実行しようとしている。
【生き方につなげる力】
・調べたことをわかりやすいように工夫してまと
めたり発表したりしている。「情モ」相手への影
響を考えて行動する。【表現力】
・情報社会で安全に生活するための危機回避
の方法に気付いている「情モ」情報の発信や情
報をやり取りする場合のルールやマナーを知
り、守る。【気付く力】

学習内容（学習内容ごとの時数）

ふるさとを知り、環境を
守ろう（２０）

⑮第5学年　総合的な学習の時間年間指導計画

お米は日本の文化だ！
（３０）

・お米についてどんなことを調べてみたいか話し合
う。（２）
・お米について自分の学習課題を決め、調べる（６）
【情報モラル】

・日本人の主食お米に関心を持ち、進んで調べ
ようとしている。【関心・意欲・態度】
・お米について自分が調べたい課題を見つけて
いる。【情報処理能力】
・課題を解決するために自分で飼育・観察した
りしている。【課題解決能力】
・栽培・観察したり分かったことや調べたことを
わかりやすく工夫してまとめている。【表現力】
・調べたことをわかりやすいように工夫してまと
めたり発表したりしている。【表現力】「情モ」相
手への影響を考えて行動する。
・情報社会で安全に生活するための危機回避
の方法に気付いている。【気付く力】「情モ」情報
の発信や情報をやり取りする場合のルールや
マナーを知り、守る。

・お米の育て方を調べてまとめる。（２）
・田んぼをつくる（しろかき）（２）
・ゲストティーチャーに教えてもらいながら田植えをす
る（２）

・稲の栽培と観察をする。（５）

・稲刈りをする（２）
・自分の学習課題について調べたことをまとめ発表
する。（４）

・稲の脱穀をし、精米する（２）
・収穫したお米を使って、おにぎりをつくる。（３）

・三浦半島の歴史や文化、観光地三浦半島について
学習する。（３）
・三浦半島について自分の学習したい課題を選び、
調べる（６）
・調べたことをしおりに書いてまとめる。　（４）
・三浦移動教室に行って自分の課題や友達の課題
について調べたことを体験活動を通して確かめる。
（４）
・三浦移動教室に行って、調べたことを新聞にまと
め、発表する。（４）

・ヤマメの増殖活動・恩方の環境について調べる（２）
・ヤマメについて自分の課題をつかむ（２）
・ヤマメの発眼卵をもらい、育てる（２）
・ヤマメについて、自分の課題を調べる（４）

ヤマメの増殖活動
・ヤマメについて発表する（２）

ヤマメの増殖活動
・稚魚を水槽に放流し、観察する（２）
故郷を知ろう
・恩方に住む伝統技術をもった人を調べる（２）
・林業について調べる（２）
・間伐について知り、体験する（２）

故郷を知ろう
・わら細工について調べる。（２）
・わら細工に挑戦しよう（体験）（２）
・間伐やわら細工について調べたことを新聞などに
まとめ、発表する（２）
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・日光移動教室に行って調べ、確かめてきたこと
を新聞にまとめ発表する。（６）

恩二小の140年の歩みを探る
・恩二小の140年の歴史を学習する（２）
・恩二小の140年の歴史で自分がもっと調べたい
課題を見付け、学校内の本等で調べる。（３）
・調べたことを模造紙にまとめて発表する。（３）

学習内容（学習内容ごとの時数）
⑮第6学年　総合的な学習の時間年間指導計画

・日光の自然や文化等について学習する（３）
・学んだことをもとに自分の学習したい課題を見
付け、パソコンや本などで調べる（５）

・自分の学習課題についてパソコンや本等で調べ
る（８）【情報モラル】

・自分が調べた学習をもとにしおりに書いてまとめ
る。（４）
・日光移動教室に行って、自分の課題や友達の
課題について調べたことを体験活動を通して確か
める（８）

・日光の自然・文化等に関心を持ち、進んで調
べようとしている。【関心・意欲・態度】
・・日光の自然・文化等について自分が調べた
い課題を見つけている。【情報処理能力】
・課題を解決するために自らパソコンなどを使っ
て調べている。【課題解決能力】
・分かったことや調べたことをわかりやすく工夫
してまとめている。【表現力】
・調べたことをわかりやすいように工夫してまと
めたり発表したりしている。【表現力】「情モ」相
手への影響を考えて行動する。
・情報社会で安全に生活するための危機回避
の方法に気付いている。【気付く力】「情モ」情報
の発信や情報をやり取りする場合のルールや
マナーを知り、守る。

日光へＧＯ！Ｇ
Ｏ！ＧＯ！（３４）

恩方の自然・文
化・歴史探検隊（３

８）

･恩方という地域を知ることを通して、恩方の
人々がもつ思いに関心を持ち、自分たちにでき
ることを進んで考え、実行しようとしている。【関
心・意欲・態度】
・恩方の人々の思いを知り、恩方について自分
が調べたい課題を見つけている。【情報処理能
力】
・課題を解決するために、自分で、調べたり、情
報収集したり調べたりしている。【課題解決能
力】
・恩方の地域とどのように関わっていけばよい
か自分の意見をまとめ、発表している。【表現
力】
・恩方の地域に対して、自分がどのようなことで
役に立つことができるか考え、気付いている。
【気付く力】
・恩方の人々と温かい気持ちで関わり、自分に
できることを考え、実行しようとしている。【生き
方につなげる力】
・調べたことをわかりやすいように工夫してまと
めたり発表したりしている。「情モ」相手への影
響を考えて行動する。【表現力】
・情報社会で安全に生活するための危機回避
の方法に気付いている「情モ」情報の発信や情
報をやり取りする場合のルールやマナーを知
り、守る。【気付く力】

ヤマメの増殖活動と恩方の自然
・ヤマメの住む醍醐川と案下川の環境について調
べる（４）
・自分の課題をつかみ、調べる（３）

ヤマメの増殖活動と恩方の自然
・ヤマメの発眼卵をもらい、育てる（２）
・自分の課題を調べる（３）

ヤマメの増殖活動と恩方の自然
・林業体験(杉の間伐）をして山の環境を守る体験
活動をする（２）
・醍醐川と案下川の環境についてまとめ発表す
る。（４）

恩方の文化を知ろう
・恩方の伝統技術炭焼きの歴史について調べる
（４）
恩方の文化を知ろう
・炭焼きに挑戦しよう（体験）（４）
・炭焼きについてまとめる（２）

恩方の文化を知ろう
・炭焼きについて新聞にまとめ発表する。（２）
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