
補助資料⑮              平成27年度 総合的な学習の時間全体計画                                  八王子市立恩方第二小学校 
 

 ●子どもの実態 
 ・物事に対して興味関心を持ち、意欲的に活動すること

ができるが、自ら課題を見つけ、より良い解決方法を考

えていくまでには至らない子が見られる。 

●教師の願い 
 ・児童が地域のよさに目を向けるように 
  したい。 
  ・進んで人とかかわる子に育てたい。 

 ●学校の教育目標 
  ◎かんがえる子 
 
  ○なかよくする子 
 
  ○じょうぶな子 

 ○総合的な学習の時間のねらい(学習指導要領) 
(1)自ら課題を見つけ、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てること。 
(2)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こと。 
(3)各教科で身に付けた知識や技能を相互に関連付け、それらを学 
  習や生活に生かし、総合的に働くことができるようにすること。 

 

 

 全校での共通理解事項     本校の総合的な学習の目標                                                               めざす授業像 
 

 ◎学校全体での取組み 
  ・地域の自然や文化、伝統を
生かす体験学習を重視する。 
・ヤマメの増殖活動を通して
生命尊重・環境にかかわる活
動を全学年で実施する｡ 

   
○学年・学級での取組み 
  ・恩方地域とのかかわりを重
視しながらも学級の児童の
実態や興味・関心応じて題
材・内容等を弾力的に計画す
る。 

  ○恩方の自然や文化、伝統を生かし、自ら課題を見つけ、自ら学び、考え、よりよく問題
を解決する力を育て、生きる力を培う。 

 

 ○様々な人との直接的なかか 
 わりを大切にする。 
○保護者や地域の教育力を最 
 大限活用する。 
○体験的な活動を重視し、その 
 中で課題解決ができるように 
 意図する。 
○学んだことを友達や地域に発 
 信できるようにする。 
○必要に応じてインターネッ 
 ト等を活用し、コンピュー 
 タを情報収集、表現の手段 
 の一つとして使えるように 
 する。 

 

  学年の目標 

        ３年       ４年         ５年        ６年  

・自分で課題を見つけ、
進んで取り組むことが
できる。 

・地域に愛着をもち、学 
 んだことを自分の生活 
 に生かそうとする。 

・自分で課題を見付け、
じっくり丁寧に取り組
むことができる。 

  
・地域に愛着をもち、学 
 んだことを地域や家庭 
 の中で実践しようとす 
 る。 

・自分の課題に見通しを
持ち、自分の考えで、
根気よく解決すること
ができる。 

・様々な人々との交流を 
 通して、多様なものの 
 見方や考え方があるこ 
 とに気付く。 

・自ら価値ある課題を見 
 出し、よりよく問題を解
決することができる。 

・自分の活動を振り返り 
 これからの自分の生活 
 について考えることが 
 できるようにする。 

                   内容・単元                                                                             教科との関連(主なもの) 

関係機関との連携  

        ３年        ４年         ５年        ６年      内容・単元の関連  
 

 ・数多くの地域の学習
協力者 

・東京都島しょ農林水
産課 

・奥多摩さかな養殖セ
ンター 

・恩方漁業協同組合 

・森林組合 

・醍醐の里エコロジー
村 

・学校評議員 
・八王子市役所環境 
  部 
・八王子市役所公園 
 課 
・夕やけ小やけふれあ
いの里 

・宮尾神社 
・地域自治会関係者 
・ＰＴＡ関係者 
・保護者 

 
 
 
 １ 
 学 
 期 

 恩方の自然を見つけ
よう（３５） 

・学校の植物・昆虫 

・蚕を育てる活動 

・野菜作り 

・飯盒炊爨 

【くらし・伝統文化、自然
環境、食育】 

 

笑顔満点・食満点  

（３５） 

・作物について 

・飯盒炊爨 

【くらし・伝統文化、食
育、自然環境】 
 
共に生きる（１３） 
・車いす体験 
・点字体験 
・手話体験 
【福祉】 

 お米は日本の文化だ
 （３０）4月～11月 
 ・田んぼづくり 
 ・おこめづくり 
 ・お米の収穫 
 ・お米の試食 
 ・わらの保存 

 【くらし・伝統文化、食
育、自然環境】 
三浦探検隊（２０） 

・三浦の自然・環境・文化 

・八王子上恩方町との比較 

（自然・環境・文化） 

【くらし・伝統文化、自然
環境、食育】 

故郷を知り、環境を
守ろう（２０） 

・故郷についてもっと知
ろう 

・ヤマメの増殖活動 

・森林を守ろう（林業体
験） 

・伝統文化を守ろう（わ
ら細工体験） 

 日光へＧＯ！ＧＯ！
ＧＯ！（３５） 

・日光の自然・文化・
環境・歴史と上恩方の
自然・文化・環境・歴
史の比較 

【くらし・伝統文化、自然
環境】 

 
 

【国語】 
・大事なことを落とさず聞く。 
・スピーチの仕方（３・４年） 
・メモを使って発表（５年） 
・環境教育に関する説明文 
【社会】         (６年） 
・地域調べ（３年） 
・森林資源を守る（５年） 
・環境と公害（５年） 
・日本の歴史（6年） 
・政治の働き（６年） 
【理科】 
・こん虫を調べよう（３年） 
・学校の植物調べ（３年） 
・流れる水の働き（５年） 
・水溶液の性質（６年） 
・生物とその環境（６年） 
 
【図工】 
・廃品を使って（全学年） 
・地域素材を使って（全学年） 
・自分を見つめる（６年） 
【家庭】 
・健康な生活（５・６年） 
・家族の役割（５・６年） 

 
 
 ２ 
 学 
 期 

 ヤマメを増やそう
（２０） 

・ヤマメを増やす活動 

恩方を知ろう（１５） 
・竹細工 
・うどんづくり 
・恩方の昔の暮らし 

【くらし・伝統文化、地域、
自然環境、食育】 

 

 恩方の自然・文化・
歴史探検隊（３５） 

・恩方博士になろう 

・ヤマメの増殖活動を
しよう 

・恩方の山の森林の歴
史を調べよう 

・恩方の炭焼きを調べ
よう 

【くらし・伝統文化、自然
環境】 

 

 ヤマメ（１０） 

 

恩方を知ろう（１２） 

・竹細工 

・うどんづくり 

【くらし・伝統文化、自然
環境、食育】 

 

 
 
 ３ 
 学 
 期 

 特別活動・学校行事、   評価規準                                                                                             ※重点のみ 

 道徳との関連  

観点                ３・４年               ５・６年  育てたい資質・能力の関連  
 

 【学校行事】 
＜通年＞ 
  ・縦割り班活動を通
し、異学年との交流
を持つ。 

 
【道徳】 
・身近な自然に親し 
 み動植物に優しい 
 心で接する(１･２ 
 年) 
・自然のすばらしさ 
 や不思議さに感動 
 し、自然や動植物 
 を大切にする。（３ 
 ・４年） 
・自然の偉大さを知 
 り、自然環境を大 
 切にする。 
・外国の人々や文化 
 を大切にする心を 
 もつ。（５･６年） 

 
学
習
意
欲
・
態
度
形
成 

◎地域や地域の自然・人々に関心をもち、進んで調べようとす

る 

◎自然と自分、自然と人間の生活とのつながりに気付く。 

◎地域の人々に目を向け、地域のよさに気付く。 

◎人々の思いや願いに関心を持ち、地域に対する愛着をもつ。 

 

◎地域や地域の歴史・文化・自然・人々に関心をもち、進んで調べようと

する 

◎他地域を具体的に調べ、比較することを通して広い視野から自分たち

の地域の特色に気付く。 

◎社会には様々な課題があり、解決するために自分たちにできることがあ

ることに気付き、進んで取り組もうとする。 

◎人々の思いや願いに関心をもち、地域に対する愛着を深める。 

 

【国語】 
・相手や目的に応じ、調べた 
 ことなどについて、筋道を 
 立てて話す。 
・主題や要旨を考えて整理し 
 て文章に表す。 
・相手や目的に応じて、表現 
 方法を工夫する。 
【社会】 
・観察、聞き取りなどの調査 
 を行い、予想を確かめる。 
・地域社会の一員としての自 
 覚や地域に対する愛情をも 
 つ。 
・地図や絵地図を効果的に活 
 用する。 
【理科】 
・観察や実検等により得られ 
 た情報を図やグラフにまと 
 める。 
・比較・関係付けなどをして 
 考える。 
【図工】 
・地域素材や廃品を活用して、 
 作りたいものを形にする。 
【家庭】 
・家庭との連携により、児童 
 が身に付けた知識と技能な 
 どを日常的に活用しようと 
 する。 

課
題
解
決
能
力 

◎問いをもち、課題を見つける 

◎課題の予想をたてる 

◎調べたことを基に、比べたりつなげたりして考える 

◎課題解決に向けて、すぐに結論を出さず、多様な見方や考え

方を求め、協同して学ぶ。 

◎自分で考えたり企画したりしたことについて、あきらめずにやり

遂げる。 

◎問いをもち課題を見つけ、解決への見通しをもち計画を立てる。 

◎調べたことを基に、考える。 

（比べる、つなげる、まとめる、共通性・相違性から分類・整理する）。 

◎課題解決に向けて、様々な考え方の違いを踏まえて、自分の考えをま

とめる。友達の考えを取り入れたりして、自分の考えを明らかにする。 

◎調べたことを基に、その意味や意義を考える。 

 

情
報
処
理
能
力 

◎必要な情報を集める方法がわかり、集めることができる。 

◎様々な情報の中から、課題を解決するために必要な情報を選ぶ。 

◎課題を解決するために、調査・見学・観察・体験などを通して情報を収

集し、整理する。 

◎課題を解決するために、資料を読み取ったり、資料を作成したりする。 

「情モ」情報の発信・受信する場合のルールやマナーの意味を知り守ろう

とする。 

 

◎課題に応じた情報を集める方法がわかり、集めることができる。 

◎様々な情報の中から、課題を解決するために必要な情報を選ぶ。 

◎調査・見学・観察・体験などを通して、収集した情報を整理し、課題に

対する考えを説明する資料を作成する。 

◎課題を解決するために、資料を読み取ったり、資料を活用したりする。 

◎協同して情報を収集し、共有する。 

「情モ」情報社会で安全に生活するための危機回避の方法を知る。 

表
現
力 

◎観察したことや分かったこと、調べたことを、まとめている。 

◎まとめたことを発表している。 

◎どのようにかかわっていけばよいか自分なりの意見をまとめている。 

◎学習したことを振り返り、自分なりの成果や課題をまとめる 

 

「情モ」相手への影響を考えて行動している。 

◎観察したことや分かったこと、調べたことをわかりやすくなるよう工夫して

まとめている。 

◎まとめたことを伝わりやすくなるよう工夫して発表している。 

◎どのようにかかわっていけばよいか根拠や理由を基にして意見をまとめ

ている。 

◎学習したことを振り返り、自分なりの成果や課題をまとめる。 

「情モ」相手への影響を考えて行動している。 

 
  評価方法                                                                   その他             
 

○活動観察 
・調査活動 
・役割、発言 
・準備の進め方 

○作品分析 
・学習カード 
・まとめの作品 
・ノート 

○ﾜｰｸｼｰﾄ等 
・自己評価 
・相互評価 
・外部評価 

○聞き取り 
・課題設定の理由 
・学習計画 
・まとめの方法 

○意識調査 
・事前、事後 
・変容分析 

  ○ 時間割編成を工夫し、学年合同の時間が組めるようにする。 
 ○ 保護者・地域への協力依頼計画（年間）を作成し、年度始めに配る。 
 ○ 指導計画や資料等はファイルし、学校財産として保管する。 



 


