
Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

月 活動づくりの視点・単元名・予定時数 育てたい資質・能力

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

【自ら課題を見つけよ

うとする力】

・テーマを意識し、根

拠をもって活動を始

めようとしている。

・観察や調査の結果か

ら、新たに発見した

ことをテーマとして

高めている。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・目的に応じた方法で

資料を収集し、必要

な情報を取捨選択す

る。

【相手を意識した表現

をする力】

・調べた内容や方法に

ついて、順序よく整理

したり、まとめたりし

ている。

・基本的な操作の習得

・インターネットの検

索方法を知る

３年・・・年間単元構成

オリエンテーション （１）

１年間の活動を考えよう

なまらうまいもん、札幌黄 （２０）

玉ねぎの苗を植え、タマネギについて興味をもつ。

現地学習等を活用して、タマネギについて詳しくな

り、育てた玉ねぎの調理法を調べ食べるまでを学習す

る（※現地学習／農業支援センター）。

探検、ファイターズ通り

（２０）

北光の特色である、「ファイターズ通り」を通して学習する。

課題を、「店」「気になるもの」「通り」等から決め、自分で学

び進める。探検日には、ななめ通りを自分たちで調査活動をす

る。社会の町探検を発展させて行う。

まとめ （１）

１年間の活動を振り返ろう

コンピューターとなかよく （８）

ローマ字打ちの練習を、タイピングソフトを使って練習す

る。

※国語の「ローマ字」との関連も考えられる。

自然をゲット、北光コレクション （２０）

総合の問題解決の流れを学習する。興味、関心

のもち方。良い課題の付け方。学習の進め方。学

習のまとめ方を学習する。

グラウンドで自然を探し、自分のテーマを決め

て、適する公園で調査し、何らかの形で自然のゲ

ットを目指す。



Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○学習に適切な課題とはどのようなものかについて理解する。

○課題、調査、まとめ、発表という総合的な学習の一連の流れについて理解する。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自ら課題を見つけようと

する力】

・自然見付けビンゴをしなが

ら、自然にあるものに興味

をもち、もっと調べてみた

いものを見付ける。

【よりよい解決方法を選択

する力】

・公園を探検して、自分の課

題のものを見付け、大きさ

や色などをメモすること

ができる。

・本やコンピュータで調べる

ことができる。

・公園や図書館で調べたこと

をもとに新聞を作ること

ができる。

【相手を意識した表現をす

る力】

・調べたことを整理して、わ

かりやすく、丁寧に絵や文

をかくことができる。

・見出しや４コマ漫画・クイ

ズなど楽しく読んでもら

えるように工夫すること

ができる。

３年・・・単元構成１

単元名 「自然をゲット 北光コレクション」

２０時間扱い

オリエンテーション （１）

北光小のグラウンドで、自然みつけビンゴをしよう。

課題決定 （５）

自然について興味のあることは何かな。

自分で調べたいことを決めよう。

・すぐに終わる課題になっていないかな。

・無理な課題になっていないかな。

・実際に公園で自分で調べることがあるかな。

グラウンドでためしてみよう （２）

自分の課題がぴったりかどうか、実際にグラウンドでためしてみ

よう。

課題を考え直そう （２）

自分の課題について

自分の課題にぴったりの公園はどこかな。

公園でしらべよう （２）

自分の課題について

自分の課題にぴったりの公園はどこかな。

ふりかえりをしよう （１）

まとめよう （４）

ポスター、新聞、などにまとめよう。

発表会をしよう （３）

グループごとに発表会をしよう。

発表の仕方を練習しよう。ポスター、新聞、などにまとめよう。



Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○札幌市で作られている食品や農産物について、実際に見学しながら理解を深める。

○自分なりの課題をもち、食品や農産物について調べ、まとめる。

○玉ねぎの栽培について興味関心をもちながら育て、収穫して調理する。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自らの課題を見つけよう

とする力】

・札幌市で作られている食品

や農産物に興味をもつ

・玉ねぎに愛情をもって栽培

する。

【自分なりの課題を発見す

る力】

・どんな所を見学するか知る

・どんなことが気になるかを

出し合う

・三つの場所の中で、どこが

気になるか、最も見たいか

自分なりに選ぶ

【相手を意識した表現をす

る力】

・場や相手に応じた言葉づか

いをすることができる。

【まとめる力】

・調べて分かったことや方法

を、既習を生かしてポスタ

ーにまとめることができ

る。

３年・・・単元構成２

単元名 「札幌の おいしさゲット」

２０時間扱い

オリエンテーション （１）

札幌市では、どんな食品や農産物が作られているのだろうか。

【西山ラーメン】【メグミルク】【さとらんど（札幌黄）】

どうして札幌で作られているのかな？色々調べてみよう！！

玉ねぎを育てよう。植えよう。お世話をしよう。 （２）

※理科の植物を育てようとの関連も考えられる。

「札幌のおいしさ」についての？を出し合おう （３）

【西山ラーメン】

・ラーメン工場では、どんなものを作っているの？

・ラーメンの原料は、何が使われているの？

【メグミルク】

・牛乳はどうやってできるの？他の製品は？

【札幌黄】

・札幌黄って何だろう？有名な玉ねぎなの？

・玉ねぎはどんな育ち方なの？どうやって取るの？

実際に行って、見て、聞いて、？をたしかめよう （５）

【西山ラーメン】【メグミルク】【さとらんど】で現地学習

収穫して 乾燥させよう （１）

現地学習で分かった？を、まとめよう （５）

？ごとに集まり、分かったことをポスターにしよう

玉ねぎの調理実習 （２）

みんなで調理してて、玉ねぎをおいしく食べよう。

まとめ （１）



Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○地域に根差した「ショッピングセンター光星」について、興味関心をもつ。

○お店の人たちの工夫や努力、売っている物など、センターについて調べたい課題をきめる。

○実際にインタビューや調査を行い、まとめ活動を自分たちの力ですすめる。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自ら課題を

見つけようとする力】

・地域に根差してきた「ショ

ッピングセンター光星」に

ついて、社会科で学習して

きたスーパーマーケット

との違いなどをとらえな

がら、興味関心をもつ。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・調査した内容やインタビュ

ーした結果から、まとめに

必要となる情報を見出し

まとめることができる。

・インタビューの仕方や見学

のマナーを考えながら活

動することができる。

【相手を意識した

表現をする力】

・グループの友達と協力して

発表の仕方を練習して、お

うちの人たちに分かりや

すく伝えることができる。

・センターの方々にもまとめ

やお礼を伝えることがで

きる。

３年・・・単元構成３

単元名 「探検チャレンジ!! ショッピングセンター光星」

２０時間扱い

オリエンテーション （１）

「ショッピングセンター光星」って、どんな所なのかな？

お店見学をしたスーパーマーケットとは、どこが違うのかな？

ショッピングセンター見学 （２）

まずはみんなで行ってみよう。どこにあるのかな？

センターの中に入ってみよう。どんなお店があるのかな？

課題決定、調査の準備 （６）

見学して興味をもったことを中心に、課題を決めよう。

・見学して、気になったことや、調べてみたいことは？

・相談して、自分が調べる課題を決めよう。

・誰が何の質問をするか、上手なｲﾝﾀﾋﾞｭ-を相談しておこう。

ショッピングセンター調査 （２）

お店の人たちにインタビューして、課題をはっきりさせよう。

実際に見たり聞いたりしたことを、しっかりとメモしよう。

ルールやマナーを守り、グループの人たちと協力しよう。

進んで話したり尋ねたりしながら、色々な話を聞いてみよう。

調査のまとめ （６）

調べて分かったことを、協力してわかりやすくまとめよう。

聞く人に分かりやすく伝わるように、発表の仕方を練習しよう。

調査発表会 （２）

おうちの人たちに、調査のまとめを発表しよう。

ショッピングセンターの人たちにも、まとめやお礼を伝えよう。

ふりかえり （１）



Ｈ２5 年度 総合的な学習の年間単元構成

月 活動づくりの視点・単元名・予定時数 育てたい資質・能力

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

【課題を見付ける力】

・教師からの提示や集め

た資料、活動から「どう

して」「あれ不思議だな

」と、興味関心をもって

物事を考えることがで

きる。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・調査した内容や、アン

ケート結果から、自分に

必要な情報を見付ける

ことができる。

・グループでの活動では

、話し合いに積極的に参

加しながら、意見を一つ

にまとめることができ

る。

【相手を意識した表現

をする力】

・ポスターや新聞を作成

する際に、だれに伝える

ものなのかについて考

えることができる。

・インタビューやアンケ

ートでは、適切な言葉遣

いをすることができる。

４年・・・年間単元構成

４ 年

オリエンテーション （１）

１年間の活動の見通しをもつ。

ホップ！ステップ！亜麻レンジャー

（１８）

昔の北光地区では，亜麻やホップが栽培さ

れていた事実から，現在と昔では校区の様子

に大きな違いがあることに興味を持ち，自分

なりの視点で昔の北光地区の様子を調べる。

札幌のごみを減らせ！エコレンジャー

（２０）

社会のごみの学習を発展させ，学校や家

庭，地域でもごみの減量に取り組んでいるこ

とから，ごみ問題，エコ，環境問題について

調べ，自分なりの視点で実践する。

進め！雪レンジャー

（２０）

様々な人たちが雪をどのように思ってい

るのかを調べ，プラスの面とマイナスの面の

両方向から雪について考え，世界一降雪量の

多い大都市札幌と雪の関係，そこに住む市民

と雪の付き合い方について考えを深める。

活動を振り返ろう

（１）

１年間の活動を振り返る。

使ってみよう！

コンピューター

（１０）

インターネット

を活用して情報収

集したり，文や絵，

写真などで表現し

たりする活動を通

して，コンピュー

ターの基礎的な操

作を身につける。



Ｈ25 年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○ごみの問題やエコ，環境問題について調べたり，自分なりに取り組むことを通して，自分自

身との関連に気づき，実践的な態度を育てる。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【課題を見付ける力】

・以下の課題について話

し合いながら、自分ごと

として考えることがで

きる。

「札幌市のごみにかか

る費用から考える。」

「分別の必要性につい

て考える。」

「ゴミを減らすだけで

よい。リサイクルは必要

か考える。」

【よりよい解決方法を

選択する力】

・学んだことから自分で

実際に継続できそうな

活動について考えるこ

とができる。

【相手を意識した表現

をする力】

・新聞やポスターにまと

めることができる。

４年・・・単元構成１

４ 年単元名 「札幌のごみを減らせ！エコレンジャー」 ２０時間扱い

ごみのことをもっと調べよう （１０）

・社会の発展として，ごみについて詳しく調べる。

「このままごみが増え続けると…。」

「細かく分別することによって，ごみは減ったの？」

「エコに関連する取り組みがいろいろあるんだね。」

「環境の問題について聞いたことがあるよ。」

・調べたことを交流することを通して，ごみの問題やエコの取り

組みは，自分たちの生活と関連があることに気づく。

自分にできることは （５）

・ごみを減らすために，札幌市民の一人として自分にもできるこ

とを考え，実践する計画を立てる。

「ごみを減らすためにやってみよう。」

「自分で分別をきちんと…。」

「電気や水道の節約を…。」

「もっと詳しく調べてみると…。」

・実際に家庭で取り組み，その結果と成果，問題点を報告する。

「こんなことをやってみると，こんな成果が…。」

「こんなことをやってみると，こんな発見が…。」

「こんな問題を見つけたよ。」

未来を考えよう （５）

・自分の実践をもとに，各家庭で必要なこと，学校で必要なこと

を話し合う。

・ごみの問題やエコ，環境問題に対する意見書を書く。

環境無料バスを使用して中沼リサイクル団地・モエレ沼を

見学した



Ｈ２5 年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○北光地区で栽培されていた亜麻とホップについて調べる活動を通して，昔の鉱区に興味を持

ち自分なりの視点で調べる。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【課題を見付ける力】

・地域の中にかくれた、

今につながる歴史につ

いて興味関心をもって

考えることができる。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・集まった情報の中から

、亜麻やホップに関する

事柄を見付けることが

できる。

【相手を意識した表現

をする力】

・テーマに分けて、新聞

やポスターにまとめる

ことができる。

４年・・・単元構成２

４ 年

オリエンテーション （１）

・北８条通りに「亜麻とホップのフラワーロード」という名前

がつけられていることを知る

単元名 「ホップ，ステップ，亜麻レンジャー」１８時間扱い

亜麻とホップ調べ （６）

・亜麻とホップについて，情報を集める。

「どんな花なのかな？」

・校区の中の亜麻とホップを探す。

「その花見たことがあるよ。」

・フラワーロードに出かけ，パネルを探す。

「亜麻やホップと北光地区に何か関係があるのかな」

・昔の北光地区では，亜麻やホップが栽培され，ビール工場や繊

維工場があったことを知る。

昔の北光地区は （６）

・自分で視点を決め，北光地区の昔を調べる。

道具から考える。

ファイターズ通りから考える

昔の食事や服装から考える。

※郷土記念館の見学や，社会の学習と関連付けることも考えら

れる。

調べたことを新聞に （５）

・調べたことを新聞にまとめる。

「こんなことがあったんだ。」

「初めて知ったことがあるよ。」

※新聞の書き方は，国語の学習と関連付けることも考えられ

る。



H25 年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○雪について調べたりインタビューをしたりする活動を通して，札幌市と雪の関係についての

見方，考え方を深める。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【課題を見付ける力】

・「雪が好きか嫌いか」

というアンケートの次

に何を聞くか考えるこ

とができる。

・アンケートを通して、

何が求められる、必要と

される活動なのかを考

えることができる。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・インタビューの中から

情報を整理することが

できる。

・同じ目的のグループで

話し合い、適切な活動を

準備することができる。

【相手を意識した表現

をする力】

・自分がやりたいことで

はなく、アンケートの結

果に基づいて必要とさ

れる活動を準備し、進め

ることができる。

４年・・・単元構成３

４ 年単元名 「進め！雪レンジャー」 ２０時間扱い

雪は好き？嫌い？ （２）

・雪について話し合う。

「ぼくは雪が大好き。なぜかというと…。」

「私は雪が嫌いです。理由は…。」

いろんな人に聞いてみよう （６）

・雪について，家族に聞いてみる。

・校外でインタビュー活動をしてみる。

「子供は好きといった人が多いよ。」

「大人は雪があまり好きではないみたいだ。」

・インタビューの結果を整理する。

「雪があることで，こんな楽しみがあるんだ。」

「雪が降ることで，こんな問題点や危険があるよ。」

雪について調べてみよう （８）

・「雪の楽しさ」「雪の不便さ」という相反する二つの視点で，

雪 について調べる。

「こんな遊びが…。」

「こんなイベントが…。」

「こんな不便さが…。」

「こんな危険が…。」

・プラス，マイナス両面があるが，札幌にとって雪はなくてはな

らないものだということに気づく。

雪プラン・フロム北光 （４）

・雪と上手に楽しく付き合っていくためのプランを作成する。

調べたことをまとめ、３年生に向けてポスターセッション

をおこなう



Ｈ25 総合的な学習の年間単元構成

月 活動づくりの視点・単元名・予定時数 育てたい資質・能力

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

【自ら課題を見つけよ

うとする力】

・集めた資料などから

興味関心をもち、見学

のテーマを決定する

力。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・事前調査や現地での

観察の結果から、必要

な情報を選び出す力。

【相手を意識した表現

をする力】

・「誰に」「何を」伝え

たいのかを意識して表

現方法を考える力。

【相手を意識した表現

をする力】

・相手の考えを聞き取

り、知らせたい事実を

伝えようとするコミュ

ニケーション力。

５年・・・年間単元構成

オリエンテーション （１）

１年間の活動を考えよう

まとめ （４）

１年間の活動を振り返ろう

情
報

必
要
に
応
じ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
デ
ジ
カ
メ
等
を
効

果
的
に
利
用
し
、
幅
広
く
活
用
で
き
る
よ
う
な
能
力
を
培
う
。

札幌建物探訪！（自主探検）

（２５）

「歴史的建造物」を中心とした、自主的活動。

自分たちでルートや調査場所を決めて、グルー

プで取り組む。６年生の修学旅行の自主研修に

つながる活動。

自然をゲット！滝野コレクション

（２０）

滝野の自然に目を向けて、たくさんの情報を

収集。現地では、情報をもとに調査活動に取り

組む。まとめの発表会を開き、４年生へ広げる

活動。

ハートをキャッチ！雪まつり

（２０）

札幌や北海道のよさを考え、情報を収集。雪

まつりという国際的なイベントを通して、「観

光客の生の声を聞く」という課題のもとに、国

際都市札幌に住む一員として地元のよさを伝

える学習に取り組む。外国語活動の成果を発揮

する活動。



Ｈ25 年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○建物探訪に関心をもち、自分なりの課題をもって意欲的に学習に取り組もうとしている。

○決められた条件の中で、自分の探訪計画に必要な情報を整理し、見通しをもった活動を計画

することができる。

○自分たちが計画した探訪について、その根拠や実際の体験で得た学びを効果的に表現するこ

とができる。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自ら課題を見つけよ

うとする力】

・提示された資料など

に関心をもち、自分な

りの課題を明らかにし

ながら意欲的に学習に

取り組む。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・インターネット等を

活用して情報を集め、

フィールドワークを計

画、実行する。

【相手を意識した表現

をする力】

・課題解決のために調

べた結果や現地で得た

情報、資料を基に自分

の考えを表現すること

ができる。

５年・・・単元構成１

単元名 「札幌建物探訪！」

２５時間扱い

オリエンテーション （１）

札幌にはたくさんの観光客が来ているんだね。

札幌にはどうしてたくさんの観光客がくるのかな。

どんなところに観光客はきているのか調べよう （６）

・ＪＲタワーや札幌ドームにはたくさんの人が来ているよ。

・テレビ塔や時計台など古い建物が人気みたい。

・ぼくたちの知らない建物も人気みたい。

・人が来る秘密は何なのだろう。

振り返ろう （１）

まとめよう （６）

国語の学習（調べたことを整理して書こう）を生かして、新聞にまと

めよう。

・見出しは何にしようかな。写真はどれを使おうかな。

・○○を工夫するともっと見やすくなりそうだ。

調査の計画を立てよう （７）

・何について調べようか。

・どこへ行こうか。

・どうやって行こうか。

・どのように回ろうか（距離／時間／料金は）。

グループで調査に出かけよう （４）

・ここは、もう少しで壊されるところだったんだね。

・道を間違えた。予定の時間を少し過ぎているよ。



Ｈ25 年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○札幌の自然を、滝野宿泊学習でのフィールドワークと関連付けながら関心をもって調べ、札

幌の魅力と自然について考えようとする。

○「木」、「花」、「きのこ」、「昆虫」、「鳥」などのテーマについて調べ、滝野でのフィールドワ

ークを通して、身近な自然の様子について考えることができる。

○自分が課題としたことを、様々な方法を用いて情報を集め追究していくとともに、自分の気

付きや思いを４年生という相手意識をもって表現することができる。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自ら課題を見つけよ

うとする力】

・札幌の自然環境の特

色を調べる活動を通し

て、興味関心、疑問な

どをもつことができ

る。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・滝野の自然を調査す

る方法を考え、活動し、

自らの課題を解決する

ことができる。

・実際に目で見て生ま

れた新たな課題につい

て調べ進めることがで

きる。

【相手を意識した表現

をする力】

・事前に調査したこと

や観察して分かったこ

とを自分(自分たち)な

りにまとめ、4 年生に

伝えることができる。

５年・・・単元構成２

単元名 「自然をゲット！ 滝野コレクション」

２０時間扱い

オリエンテーション （１）

札幌は自然が豊かって本当かな？

札幌の自然について調べよう （４）

・公園がたくさんあるよ。

・山や川も近くにある。

・どんな植物や生き物がいるのかな。

振り返ろう （１）

まとめよう （６）

４年生に伝えることを考えてまとめよう。

・興味をもってもらうためにはどのように伝えようかな。

・他のグループはあんな工夫をしているのか。

滝野の自然について調べよう （５）

・テーマは何にしようかな。

・どこにある（いる）のかな。

・似ているものもあるよ。見分け方は・・・。

滝野で調べよう （２）

・ここには、全然ないね。

・これは何だろう。わからないよ。

伝えよう （１）

国語の学習（伝え合って考えよう）を生かして、グループごとに滝野

の自然を４年生へ伝えよう。



Ｈ25 年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○札幌で行われるイベントに興味・関心をもち，また、雪まつりに訪れる観光客との交流を通

して，札幌や北海道の新たな魅力に気付くことができる。

○札幌についての調査を通して，札幌のよさや北海道のよさに気付いたり，人と人，札幌と外

国の「共存」について考えたりすることができる。

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自ら課題を見つけよ

うとする力】

・『私たちのまち・札幌』

の特色から、伝えたい

魅力について考えるこ

とができる。

【よりよい解決方法を

選択する力】

・自己課題について市

の資料やインターネッ

ト等を活用し、具体的

に調べ深めることがで

きる。

【相手を意識した表現

をする力】

・外国語活動の成果を

生かしてインタビュー

のしかたをかんがえる

ことができる。

・コミュニケーション

を円滑にするため、写

真やフローチャート等

の資料を活用する。

５年・・・単元構成３

単元名 「ハートをキャッチ！ 雪まつり」

２０時間扱い

オリエンテーション （１）

雪まつりにはたくさんの観光客が来ているんだね。

外国からも来ているよ。

雪まつりについて調べよう （６）

・とても歴史があるね。

・来場者がどんどん増えてきたんだ。

・こんなに人が来る秘密は何なのだろう。

振り返ろう （１）

まとめよう（今までの学習を生かして） （４）

・どんなまとめ方をしようかな。

・どのように発表しようかな。

調査の計画を立てよう （７）

・どうやってコミュニケーションをとろうかな。

・聞きたいことが聞けるかな。

・不安だな。

グループで調査に出かけよう （４）

・雪がきれいと言っていたよ。

・いろいろな国から来ているんだね。

伝える工夫を考えよう （６）

・ガイドブックを作って、それを見せながらだったら・・・。

・私たちのオススメのカードを渡して、きっかけをつくったら・・・。

※ＡＬＴの来校を含め、外国語活動と関連させる



Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

６年・・・年間単元構成

６ 年 生

月 活動づくりの視点・単元名・予定時数 育てたい資質・能力

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

【相手を意識した表

現をする力】

・事前に調べたことを

確認・調査するとき

のコミュニケーショ

ン力

【自ら課題を見つけ

ようとする力】

・問題解決を終えての

課題発見力、（情報活

用力）

【よりよい解決方法

を選択する力】

・気持ちを形にする企

画力、（表現力）

【自ら課題を見つけ

ようとする力】

・これまでの成長を振

り返り、これからの

自分を考える自己評

価力

オリエンテーション （１）

1 年間の活動を考えよう

小樽ふしぎ発見！

（２０）

観光都市としての小樽の魅力に関する

課題を設定し、現地での活動をプランし

ながら、課題解決に向けて取り組む。

地球環境調査隊

（２０）

地球規模の環境問題に目を向け、そこ

から自分たちの住む札幌、北光地区をと

らえ直すことで、環境に関する課題を設

定し、その解決に向けて取り組む。

母校に何か残そうよ

（１０）

卒業を前にして、今までお世話になっ

た学校に目を向け、自分にできることを

目標として設定し、実現に向けて活動に

取り組む。

まとめ （１）

1 年間の活動を振り返ろう

広げようコン

ピュータ（８）

必要に応じ

て、インターネ

ットやデジカ

メ等を効果的

に利用し、幅広

く活用できる

ような能力を

培う。

マイ・ヒストリー

（１０）

１２年間の自分の成長を振り返り、自

分と他者とのかかわりに目を向け、これ

からの生き方について課題を設定し、課

題解決に取り組む。



Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○修学旅行で見学する観光都市・小樽の魅力について理解する。

○自主研修の見学ルートや時間の設定など、見通しをもった計画を立てる。

６年・・・単元構成１

単元名 「小樽ふしぎ発見！」

２０時間扱い

６ 年 生

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自ら課題を見つけ

ようとする力】

・活動に関心をもち、

自らの課題をもって

意欲的に学習に取り

組む。

【よりよい解決方法

を選択する力】

・進んで図書やパソコ

ンを利用して情報を

集め、フィールドワ

ークを計画・実行し、

自分の課題を解決す

る。

・インタビューを通し

て生まれた新たな疑

問の解決のために計

画に修正を加えるな

ど、自分にとっての

活動の意味を多面的

に問い直すことがで

きる。

【相手を意識した表

現をする力】

・課題解決のために調

べた結果や情報収集

の資料をもとに自分

（あるいは自分た

ち）の考えを表現す

ることができる。

オリエンテーション （１）

観光都市・小樽について知っていることを交流しよう。

小樽について調べてみよう （２）

インターネットや本を使って、小樽で有名なもの、観光スポット

などを調べてみよう。

調べたことを交流してテーマを決めよう （２）

調べたことを出し合おう。

・歴史のある街だよ。新撰組と関係があるみたい。

・教会や寺がたくさんあるよ。

・地形が札幌と大きく違うよ。

・いろいろな国の領事館があるよ。

何について調べてみたいかな。

見学グループを決めよう （１）

同じテーマをもつ友達とグループを作ろう。

もっと詳しく調べよう （４）

テーマについて、もっとたく

さんの情報を集めよう。

見学ルートを考えよう （３）

自主研修のルートを考えよ

う。徒歩で行けるところかな。

見学先に電話もしておこう。

自主研修をしよう （４）

計画通りに、見学予定の場所を見てこよう。

ガイドブックを作ろう （３）

見てきたこと、聞いてきたことをガイドブックにまとめよう。写

真も入れるとわかりやすいね。



Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○地球上に起こっている環境問題について理解する。

○自分の住む地域にも同じ問題が起こっているかを調査する。

６年・・・単元構成２

単元名 「地球環境調査隊」

２０時間扱い

６ 年 生

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自ら課題を見つけ

ようとする力】

・環境問題へのさまざ

まな取組にふれ、身

近な環境への関心を

もつことができる。

【よりよい解決方法

を選択する力】

・地域の環境を調査す

る方法を考え、活動

し、その特徴をつか

むことができる。

【相手を意識した表

現をする力】

・観察したことや調べ

て分かったことを自

分なりにまとめ、相

互に交流し合うこと

ができる。

オリエンテーション （１）

地球環境問題について話し合おう。

課題を決めよう （２）

地球上に起こっている環境問題は、北光地区でも見られるのか。

自分で調べてみたい課題を決めよう。

調べ方を考えよう （３）

北光地区で環境汚染が見られるのか、どのように調べるかを考え

よう。

・どうしたら汚れが見えるかな。

・何を用意したらよいかな。

インターネットや本で、実験の方法を調べてみよう。

地球環境問題を調べて交流しよう （４）

酸性雨・地球温暖化・大気汚染・オゾン層破壊・・・、地球はた

くさんの問題をかかえているね。

実験をまとめよう （４）

実験で分かったこと、実験から考えられることをポスターにまと

めよう。

準備をして、実験をしてみよう （５）

・実験に必要な道具を作ったり、集めたりしよう。

・酸性雨をリトマス紙につけてみよう。

・バナナにアルミホイルを巻いて日に当ててみよう。

・松の葉の裏を顕微鏡で覗いてみよう。

発表会をしよう （１）

調べたことをみんなに教えよう。分かるように伝えよう。



Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○今までお世話になった学校に、自分にできる範囲内で恩返しを考える。

○見通し持って計画を立てる。

６年・・・単元構成３

単元名 「母校に何か残そうよ」

１０時間扱い

６ 年 生

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【自ら課題を見つけ

ようとする力】

・これまでの成長を振

り返り、お世話にな

った学校に対する感

謝の気持ちを表す方

法を考えることがで

きる。

【よりよい解決方法

を選択する力】

・先輩たちが残したも

の、今現在の学校の

様子、そして自分た

ちが６年間生活して

きての考えなど総合

的に考え、見通しを

もって計画・準備を

することができる。

【相手を意識した表

現をする力】

・話し合って決めた活

動について、責任を

もって取り組み、そ

れらの活動を通し

て、実践力を高める

ことができる。

オリエンテーション （１）

卒業前に、お世話になった学校に何かできないかを考えよう。

計画を立てよう （２）

どのように実行に移すか、計画を立てよう。

・必要な材料は何かな。

・何個くらい必要かな。

・どのくらい時間がかかりそうかな。

・どこでしようかな。

活動しよう （４）

実際に行動しよう。

・もの作り

・掃除

・他学年を招待した遊び

自分にできそうなことを決めよう （２）

形に残すものを残そうか、ものは残らないけど行動で恩返しをし

ようか。自分にできそうなことを考えて決めよう。

振り返ろう （１）

恩返しになるようなことがうまくできたかな。



Ｈ２５年度 総合的な学習の年間単元構成

ねらい ○自分の１２年間を振り返り、他者とのかかわりを理解する。

○これからの生き方について考える。

６年・・・単元構成４

単元名 「マイ･ヒストリー」

１０時間扱い

６ 年 生

活 動 内 容 （予定時数） 育てたい資質・能力

【よりよい解決方法

を選択する力】

・興味・関心をもとに、

自ら内容を選択し、

見通しをもち進んで

人、もの、出来事に

かかわることができ

る。

【相手を意識した表

現をする力】

・形式や表現の工夫な

ど、これまで国語や

社会で学習したこと

を生かしてまとめる

ことができる。

【自ら課題を見つけ

ようとする力】

・卒業期に自分の歩み

を振り返り、これま

での成長に自信をも

ったり、人とのかか

わりの大切さに気付

いたりすることで、

これからの生き方を

考えることができ

る。

オリエンテーション （１）

今、知っている自分のこれまでのエピソードを交流しよう。

振り返ろう （１）

いろいろな人に支えられながら生きてきたんだね。感謝しないと

ね。これからの生活に生かしていきたいね。

取材してきたことをまとめよう （４）

１２年間の自分史を作ろう。

・聞いてきたエピソード

・当時の写真

・調べてみた感想

自分の１２年間を振り返ってみよう （２）

どれだけのことを知っているかな。

・名前の由来は？

・おなかの中にいた時の様子は？

・生まれた時の身長、体重は？

・３歳くらいまでのエピソードは？

知らないことがたくさんあるね。取材してみよう。

これからの自分は （２）

どんな生き方をしていくかを考えてみよう。

・教えてもらったことを生活に生かす。

・感謝の気持ちをもって一生懸命生きる。

・今度は、人のために役に立てるようになりたい。


