
プログラムを取り入れた実践事例（小学校４年 総合的な学習の時間）

１ 単元名 地球・未来プロジェクト ―地球の未来のために実行しようー

２ 単元のねらい

（1）単元目標

地球温暖化の問題に関心を持ち，自分の課題に沿って地球温暖化の現状を調べて，周りの人にその現状

を発表するとともに，調べたことをもとに自分の生活で生かせるよう，自ら行動することができる。

（2）評価の観点

評価の観点 趣 旨

課題設定する力 地球温暖化の様々な問題の中から自分の生活と温暖化の関係について関心を持ち，自

分なりの課題を持つ。

課題について思考

する力

自分の知っていることと知らないことを区別したり，友だちの考えと比べたりしなが

ら自分達のテーマについて考える。

課題追求する力 環境に関する自分の課題について調べる方法を考え，資料を調べたり，ゲストティー

チャーや施設見学で意欲的に調査活動をしたりする。

表現する力 自分の課題について考えたことや調べたことを分かりやすくまとめ，発表したり，そ

の内容をもとに自ら行動したりする。

３ 活動計画（32 時間扱い） ゴシック体は他教科での取り組み

月 過

程

時配 学 習 内 容 と 活 動 指導上の留意点・評価（◎）
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(3) 

＜社会科の学習＞

・ごみの処理と利用（６月）

ごみの処理と利用について関心を持ち，調べる。

(各家庭から出るゴミの量を調査)

身近な環境に目を向け，環境保全の取り組みに

ついて知り，自分の意見を持つ。

・水はどこから（５月）

生活に欠かせない飲料水の確保について知り，

調べる。

(各家庭の水道使用量を調査)

水を有効に利用する取り組みを調べ，自分達に

何ができるか考える。

＜理科の学習＞

・生きものを調べよう(春)（夏）（４月,７月））

地域の生きものや自然を観察することにより，

地域の豊かな自然に関心を持つ。

◎自分達の出すゴミについて知り，ゴ

ミを減らそうという意識を持つこと

ができる。

◎飲料水の確保が組織的，計画的に行

われていることを知り，人々の健康

な生活の維持へと関心を持つことが

できる。

◎身近な環境に目を向け，環境保全の

ために進んで行動しようとすること

ができる。

◎3 年次の学習を想起したり，自然を

観察したりすることを通し，地域の

自然の豊かさに関心を持つことがで

きる。
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・自分たちを取り巻く生活の中にかかわる「環境

問題」や「エネルギー問題」にはどのようなも

のがあるかを調べよう。

地球の美しさ，すばらしさを知ると同時に，地

球環境問題の現状，原因や影響などについて知

る。

・現代社会の抱える環境問題やそれに対する企業

の取り組みについて知ろう。

社会人講師から環境問題とそれに対する企業の

取り組みについて話を聞く。

自分たちが学校や生活で利用しているエネルギ

ーについて知る。

・今まで知ったことをもとに自分の関心のあるこ

とについて調べよう。

インターネットや本，新聞を利用して自分の興

味のあることについて調べ，自分の興味のある

事柄を絞り込む。

・調べた環境問題の中から関心のあることについ

て研究テーマを設定しよう。

興味のある事柄ごとに集まってグループを作

る。

グループごとに計画を立て，グループごとに目

標（ゴール）を設定する。

・昨年のヒメハルゼミの学習を想起さ

せることをきっかけに，地域の自然

や地球のすばらしさを実感させる。

・知っていることと知らないことをは

っきりさせて考えさせることにより

問題意識を持てるようにする。

◎地球温暖化の現状に興味を持つこと

ができたか。

・企業の取り組みとエネルギーに対す

る取り組みを専門家の立場から聞く

ことにより関心を高める。

◎自分たちの使うエネルギーがどのよ

うに環境に影響しているかを理解す

ることができる。

・必要なサイトや資料を用意し，調べ

ること自体に時間がかからないよう

にする。

◎自分の関心のあることを調べること

ができる。

・KJ 法を用いて自分の興味関心をはっ

きりさせ，友だちと協力して課題を

解決する意欲を育てる。

◎自分の興味のある事柄で課題を持つ

ことができる。

（１） ＜道徳＞「食べ物を目の前で処分」（６月）

（節度・節制と物の活用に関する内容）

・新聞の投書をもとに食べ物を廃棄す

ることや，それに対する人の考え方

や行動について考えさせる。

◎物を大切にする心を持ち，それにつ

いて考えることができる。

５

月

６

月

調

べ

る

７ ・研究テーマに沿って環境問題に対する取り組み

や自分達にできることを調べよう。

研究テーマを追求するための活動計画を立て

る。

計画に沿って調べ活動をする。

テーマについて調査するとともに，その問題を

解決するための取り組み「地球のために自分た

ちにできること」についても調べる。

・グループごとにゴールを決めそれに

向かって調べ活動が行えるように計

画を立てる。

・現状を知るだけでなく自分たちでで

きることはないかを考えさせ，それ

について意欲を持てるようにする。

◎課題に向かって調べ活動をすること

ができる。



６

・中間発表会をしよう。

調べたことをまとめて発表の準備をする。

グループごとに中間発表をする。

友だちの意見を聞き自分達の研究を見直す。

地球のために自分たちにできることについて調

べたことをもとに自分の生活の中で実践する計

画を立てる。（１）

・ポスターセッションの方法を知らせ，

自分たちの考えを分かりやすく発表

することができるようにする。

・友だちの調べたことと比較検討し，

内容について自分たちのものを見直

せるようにする。

◎中間発表会をとおして，表現方法を

学び，環境に優しい行動への実践意

欲を持つことができる。

夏休み

期間中

・それぞれの家庭で，「地球のために自分たちにで

きること」をもとに環境に優しい生活を実践す

る。

ゴミの減量

電気，ガス，水道使用量を減らす

地球に優しい生活の実践

・各家庭に協力を依頼し，実施状況を

教師に知らせるようにする。

◎計画に沿って実践することができ

る。

(9) ＜算数の学習＞(6月に学習)

・折れ線グラフ

折れ線グラフの読み方や書き方を理解する。

◎グラフから変化の様子を読み取り，

その良さや書き方を理解することが

できる。

深

め

る

２

８

３

・夏休みの実践を報告し合い，活動計画を見直そ

う。

見直しをもとに更に家庭で実践したり，町づく

りについて考えたりする。

・自分たちが調べたテーマと実践した結果をまと

め，みんなに知らせたいことを発表しよう。

(本時８／８)

グループごとに考えた町づくりや，それぞれの

実践からどのような成果や課題があったかを発

表する。

・今までの活動をもとに環境に対する意見文を書

こう。

グループの活動から離れ，自分の考え，環境問

題のためにどのような行動ができるかという意

欲についてまとめる。

・夏休みの実践を報告し合う場を作り，

今後の意欲を継続できるようにす

る。

・中間発表の反省を生かして表現の工

夫ができるようにする。

・実践したことによって見える成果や

問題点をはっきりさせる。

◎分かりやすく効果的に発表すること

ができる。

・グループを離れ自分一人で考える場

を持つことにより，一人一人の考え

を表現できるようにする。

◎生活の中で環境問題に配慮した行動

を取る意欲や，自分の環境に対する

意見を相手に分かりやすく書くこと

ができる。
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（11） ＜国語の学習＞（１１月）

・生活を見つめて

日常生活から疑問に思ったことを見つけ，調べ

て分かったことをまとめて周りの人に伝えるこ

とができる。

◎生活を見直すための問題を見つけ，

調べ，分かったことや考えたことを

段落に分けて書くことができる。



４ 本時の指導

（１）ねらい

○調べたことを発表したり，他のグループの発表を聞いたりする中で，質問したりそれに回答し

たりすることより，更に環境問題に関心を高めることができる。（課題について思考する力）

○自分が調べたことや今後取り組みたいことを分かりやすく伝えることができる。（表現する力）

（２）本時の指導（１７／３２）

児 童 の 活 動
時配

支 援 ・ 評 価 ◎
教具

形態 資料

１．本時の活動内容，目標を確認す ５ ・ポスターセッションによる屋台方式で

る。 一斉 の発表とその参観の仕方を知る。

・10 グループを二つに分け前半後半で
おたがいの発表を聞き合い，地球 おたがいの発表を見るようにする。

の環境についてより深く考よう。

２．グループが発表し，質問を受け ３０ ・グループのテーマは大きく分けると 各グル

る。 グル 「①地球の今の問題②社会が取り組ん ープ作

＜前半グループのテーマ＞ ープ でいる温暖化対策③今と昔を比べる④ 成ポス

・シロクマの生きる道① 未来への取り組み」の 4 つに別れる。 ター

・動物を救い隊① 同じテーマのものがお互いに見合える

・ツバルを救うために① ように前半後半を分けるようにする。 ついた

・エコバックを使おう② ・児童からの質問は前日までにポスター て

・昔と昔をつなげよう③ に貼り付けてもらう形にしておき，質

問に答える準備をして発表に望むよう 学習カ

にする。 ード

＜後半グループのテーマ＞

・動物を救おう① ・保護者にも参観をお願いし，今後夏休

・森の未来① み中の一人一人の取り組みを理解し，

・エコ料理② 協力してもらえるようにする。

・みんなでやろう。エコ生活③ ・用意されていない質問もどんどん受け

・これからのエネルギー④ させる。T1,T2 は，特に質問の受け答
えについて，それぞれのグループに助

言を与えるなどして支援する。

◎相手に分かりやすい発表ができたか。

（表現する力）

◎自分の疑問を質問したり，それに対し

て的確に答えたりすることができた

１０ か。（課題について思考する力） 学習振

３．本時の活動を振り返る。 一斉 り返り

発表をした感想，分かったことを ・分かったこと，今後の活動への見通し シート

まとめ，自己評価をする。 を確認し，夏休み中の一人一人の活動，

行動へつなげるようにする。



（1）ねらい

○環境に対しどう行動し，どんな未来を望むのかを分かりやすく伝えることができる。（表現する力）

○根拠を持って質問に答えたり，自分の考えと友だちの考えを比べたりすることにより，地球の環境や未

来について自分の考えを深めることができる。（課題について思考する力）

（2）本時の指導（２９／３２）

児 童 の 活 動 時配

形態

指 導 上 の留 意 点・評 価（◎） 教具

資料

１ 本時の活動内容，目標を確認する。

発表を聞き，その内容について話し合う

中で，どんな未来を望み，どんな行動が

できるか考えよう。

２ グループが発表し，その内容について質

疑，話し合いをする。

＜発表グループのテーマ＞

・鶴枝や茂原市が環境に優しい町として未来

にこうなってほしいという姿を提案する。

・分かりやすく，興味を持ってもらえる発表

のための工夫

グラフや表を用いる。

劇やクイズを取り入れる。

聞き手が参加できるような発表にする。

・全体を通した感想や環境に対する意見，自

分の生活を見直し行動しようとする意欲な

どを発表する。

３ 市役所環境保全課の方のお話を聞く。

・茂原市で環境対策のリーダーとして働く方

から専門家としての取り組みや発表の感想

を聞く。

４ 発表をした感想，分かったことをまとめ，

自己評価をする。

５

一斉

２５

グル

ープ

一斉

１０

一斉

５

個別

・発表への相互評価，聞き手としての自己評価

の観点は事前に話し合い児童が決める。

＜発表に対する評価観点＞

内容が分かりやすいか

伝える方法が工夫されているか

一番言いたいことが伝わってきたか

＜聞く立場の自己評価＞

質問できたか

発表の良いところを見つけることができたか

自分の考えと比べることができたか

・T2は児童の発表の機器の操作などを援助する。

・前時に行った「楽しく簡単エコ生活」の発表

を振り返り，実践と未来への望みの関連を意

識できるようにする。

◎相手に分かりやすく，工夫された表現で発表

ができたか。（表現する力）

・感想や意見を話し合う中で，環境にたいして

さらに考えが深まるようにする。

・この学習で知ったことや体験したことを通し

て，どうのように考えどのように行動できる

ようになったかという視点を与える。

・T2 は児童のつぶやきをすいあげたり，自分の

経験談などを例に話し合いに参加したりす

る。

◎根拠を持ったり，自分の考えと友だちの考え

を比べたりして意見をいうことができたか。

（課題について思考する力）

・発表への評価を励みにするとともに，専門家

としての取り組みや考え方を知り，自分の考

えと比べるようにする。

・友だちや環境保全課の方の考えを聞いて思っ

たこと，自分自身の考えがさらに深められた

かなどを書くように助言する。

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾀｰ

ビデオ

評価カ

ード

学 習 振

り 返 り

シート

・自然を大切にした町づくり

・未来の技術でエコな町を

・乗り物の工夫でエコ生活


