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４年 国語科・社会科 木更津市立八幡台小学校

よりよい新聞を作ろう（株式会社毎日新聞社千葉支局） 

 
 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

教科学習のまとめとして新聞形式でつくる「学習新聞」は，小学校中学年から高学年にかけてよく

扱われるものである。そこで児童に効果的な見出しの付け方を学ばせ，よりよい新聞作りを考えさせ

ることは，今後の学習に大いに役立つと考え，本題材を設定した。 

児童は２学期始めに「学級新聞を作ろう」という題材で，知らせたいことが正確にかつ効果的に伝

わるような新聞の書き方を学習している。いろいろな新聞を見比べての紙面構成の工夫，トップ記事

や大小の見出しがあること，文章だけでなく写真や表・グラフの活用が効果的であること，意見や感

想の欄も入れるとよいこと等を学習してきている。 

また，社会科や理科では学習のまとめとして新聞作りに取り組んでいる。「学習新聞」作りも４月

から数えて５～６回目になり，それぞれが工夫して書くようになってきた。これまでに，互いの新聞

を見比べたり，上手な新聞を紹介しあったりしてきてはいるが，人目をひく図やクイズ等の小手先の

見栄えに走りがちな児童もいる。思ったことをずらずらと書き連ねるばかりの記事も多く，記事と見

出しの関係はあいまいである。読み手を意識したり，読み手の興味をひくような見出しを考えている

児童はわずかといえる。 

そこで今回は２学期末に行った博物館や安西家（昔の家）への校外学習と社会科「昔のくらし」の

学習のまとめとして書いた「学習新聞」を基に，新聞社の方に効果的な見出しのつけ方について指導

していただき，伝えたいことをズバリと表現する力や言語感覚を身に付けさせたいと考えた。学習の

後半には，自分が作った新聞の見出しや記事を書き直す作業を取り入れ，分かりやすく読み手を惹き

つけるよりよい新聞に書き換えていきたい。 

第一線で働く新聞社の方から，新聞の書き方や見出しのつけ方について直接教えていただくことは，

児童にとって大変貴重な経験である。現場では，どのような手順で新聞を作っているのか，記者や編

集の方々にはどんな苦労があるのか，社会の一員としてどんな使命感や思い入れを持っているのか，

直に語りかけていただくことで児童の心に響くものがあると考える。また学習中の話の端々から，言

葉を扱い言葉にこだわる記者としての感性，専門性というようなものを肌で感じ取ることができるの

ではないかと考える。やりがいを持ち仕事に打ち込む姿にふれることにより，将来への希望や働くこ

とへの肯定的な見方ができることを期待したい。 
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２ 全体の構成（24 時間扱い） 
 時数 カリキュラム内容 ねらい 

事

前

学

習 

７ 

 

４ 

 

８ 

 

３ 

(国語)○学級新聞を作ろう。 

 

(社会)○郷土博物館・安西家への校外学習

 

(社会)○昔のくらしの様子や昔の人の知恵

について知る 

(社会)○昔のくらしについて分かったこと

を新聞にまとめよう 

○紙面の構成や効果的な書き方を理解し，

学級新聞にまとめることができる。 

○昔の道具や人々の知恵について，進んで

見学したり体験したりできる。 

○昔のくらしや人々の知恵について理解す

ることができる。 

○昔のくらしや人々の知恵について，特に

伝えたいことを選んで新聞にまとめるこ

とができる。 

体
験
学
習 

１ 

（本時） 

(国語)○見出しをつけよう。 ○話の一番大切なところを抜き出し，適切

な見出しをつけることができる。 

事
後
学
習 

１ (国語)○昔のくらし新聞を見直し，よりよ

い新聞を作ろう。 

○見出し作りの３つのコツを意識しなが

ら，よりよい見出しや記事に書き直すこ

とができる。 

 
 

見出しのない新聞と比べて… 

 

見出し三択クイズに挑戦！ 
   

読み手を引きつける見出しはこれ!! 

 

コツを使って見出しをつけよう 
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３ 本時の展開（23／24） 

時配 学習活動と内容 教師の支援・備考（支援○ 資料・） 

３分 

 

２分 

１ 新聞社の仕事について話を聞く。 

 

２ 新聞の見出しの役割を考える。 

・どこに何が書いてあるか，一目で分かる。

・読みやすい。 

・簡単な内容が分かる。 

○自己紹介を兼ね仕事の内容にふれていただ

くことで，新聞社の仕事に興味を持たせる。

・見出しなし新聞 

○見出しのない新聞を提示し，あるものと比較

することにより，見出しの利点に気付かせ

る。 

15 分 ３ 見出しのつけ方のコツをつかむ。 

記事１（資料１） 

（第１問）編集の人が見出しにしようと思ったと

ころを当てる。 

正①バラク・オバマという人が，アメリカの

大統領に就任した 

 ②大統領の就任式に，約 200 万人もの聴衆

が集まった 

 ③氷点下７度の寒さなのに早朝から大勢

の人がパレードを見に来た 

＊コツ①…話の一番大切なところをぬき

出す。 

（第２問）編集者が実際につけた見出しを当て

る。 

 ①アメリカ新大統領就任 

正②オバマ新大統領が就任アメリカ 

 ③オバマ新大統領議事堂前で就任演説 

 ＊コツ②…ズバリ具体的に書く 

（第３問）見出しを比べて，一番よいものを選

ぶ。 

 ①オバマ大統領携帯電話続ける 

 ②オバマ大統領メール利用を続ける 

正③メールやめませんオバマ大統領 

＊コツ③…読み手をひきつける見出し 

 

４ 記事に自分で見出しをつける。 

・記事１とコツを書いた紙①②③ 

○三択のクイズ形式にしたり，教師が記事の内

容を音読し伝えたりすることで，どの児童に

も抵抗なく取り組めるようにする。 

○楽しい雰囲気を作り，全員が自分の考えを持

って学習に臨めるようにする。 

○問１でつまずいている児童には，この記事で

一番伝えたいことは何か，「誰がどうしたと

伝えたいのか。」と問いかけ支援する。 

 

 

 

○状況に応じて発表や解説の仕方に変化を持

たせ， 後まで意欲的に取り組めるようにす

る。 

 

 

 

○問３で一番よい見出しを選ぶのは個人の感

性によるところが大きく，難しいと思われ

る。そこで，選択には時間をかけず直感で選

ばせる。正答した児童の理由説明や解説に時

間を十分とれるようにする。 

10 分 記事２（資料２） 

 ①小４！ヤンキース入団 

 ②小４なのに！ヤンキース 

 ③小４大リーガー誕生 

・記事２ 

○机間指導により，つまずいている児童には，

必要なコツを示し考えさせる。 

○ズバリの意味がはっきりしない場合は，字数

を 10 文字前後で考えることを伝える。 

10 分 

 

 

 

 

 

３分 

 

 

２分 

５ 友だちが作った新聞の見出しを当てる。 

記事３（資料３） 

 ①４つの役目 すごいいろり 

 ②一つで４役 すごいいろり 

正③一石四鳥な いろり 

 

６ 講師から仕事の楽しさや，やりがいについ

ての話を聞く。 

 

７ 今日の授業の感想を発表しまとめる。 

・記事３ 

○記事を書いた児童には，教材として提示する

ことをあらかじめ伝えておく。友だちに見出

しを考えてもらい，よい見出しがあれば認め

ることや見出しをつけた理由等が言えるよ

うにしておく。 

○仕事への使命観等を話していただき，社会へ

の貢献や，やりがいという点から，仕事に対

する肯定的な見方を引き出せるようにする。

○授業の感想に限定するのではなく，将来の夢

等，働くことについても自由に話せるように

する。 
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４ 資料 

 
  記事１                  記事２ 

  2009 年（平成 21 年）１月 22 日木曜日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       記事３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「一石四鳥な いろり」（ 児童作 ） 

 いろりは、４つのことを一度にできるすごい道

具です。一つ目は調理器具。二つ目は明かり。三

つ目は暖房。そして四つ目はけむりで殺虫です。

そのいろりは外に出かける時も夜もずっと火を

つけたままです。でもそのままだと家が燃えてし

まうので、灰をかけています。灰は木の燃えかす

なので、火は完全に消えることはありません。こ

んな道具を考えつくのはすごいですね。 

 米大リーグのヤンキースは、千葉県木更津市で

記者会見し、木更津市の小学４年生、八幡一郎く

ん（１０）の入団を発表した。八幡くんは投手で、

身長１６０センチ、体重５０キロの右投げ右打

ち。１４７キロの速球が魅力だという。 

 八幡くんは会見で「アメリカで本場の野球をや

ってみたいと思った。レッドソックスの松坂大輔

投手と投げ合えるような投手になりたい。がんが

ん押す投球で２、３年後にはエースになりたい」

と目標を話した。 
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４年 理科，総合的な学習の時間 習志野市立東習志野小学校

理科：月や星の動き方  総合的な学習の時間：宇宙を調べよう 

（日本ＩＢＭ株式会社） 

 

 

 

１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

理科の「月や星の動き方」では，月や星の実天観察をもとに，月や星の動き方を学習した。その中

で，児童は月の表面に見えるクレーターの存在や月面探査をするためのロケットの存在に気づいてい

った。そして，どうしてクレーターができたのか，どうやって月までロケットが行くことができるよ

うになったのか，疑問が湧き上がり，理科の発展学習と総合的な学習の時間を関連させて，それらの

疑問を追求していった。そんなとき，ＩＢＭが支援する「トライサイエンス」に出逢った。ここでは，

「彗星のクレーター」，「探査機を宇宙に送ろう」のプログラムを紹介しており，児童の興味・関心と

ほぼ一致したので，早速学校に来ていただき，２つのプログラムを具体的に紹介していただいた。そ

のころ，本校では総合的な学習の時間の発表会として，東習フェスタを計画しており，「宇宙を調べ

る」をテーマに活動していた児童がこの学習をすることになった。そして，ここで学んだことを東習

フェスタに来た人たち（本校児童，保護者，地域の方など）へ伝えることにした。 

 

 

クレーターの説明を受ける 

 

実験で落下物体の深さを測る 

  

 

ロケットの仕組みを実験する 

 

ロケットの飛ぶ仕組みの説明を受ける 

理科：月や星の動き方
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２ 全体の構成（７時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい 

事

前

学

習 

２ 

（本時）

○「彗星のクレーター」のプログラムを学

習する。 

・実験を通して，落とす物体の重さや高さ

がクレーターの深さと関係があることを

学ぶ。 

 

○「探査機を宇宙に送ろう」のプログラム

を学習する。 

・実験を通して，風船の大きさとバランス

がより遠くへ飛ばすことに関係があるこ

とを学ぶ。 

・クレーターのでき方に興味・関心を持た

せ，物体の重さや高さと関係があること

に気づかせる。 

 

 

 

・ロケットの飛び方に興味・関心を持たせ，

風船から出る空気の力が飛び方に関係が

あることに気づかせる。 

体

験

学

習 

４ ○学んだことを東習フェスタで発表しよ

う。 

 

○『月のクレーターのでき方』を発表する。

・この中で，「彗星のクレーター」で学んだ

実験方法を取り入れ，どうして月にクレ

ーターができるのか，説明していく。ま

た，実際に実験してもらい，物体の重さ

とクレーターの深さとの関係を体験して

もらう。 

 

○『スペースシャトルやＨ２ロケットの仕

組み』を発表する。 

・この中で，「探査機を宇宙に送ろう」で学

んだ実験方法を取り入れ，どうしてロケ

ットが飛ぶのか，説明したり，実際に実

験してもらったりして，理解を深めてい

く。 

・自分たちが学んだことを年齢の違う人た

ちに，分かりやすく伝えていく。また，

実験のやり方を説明したり，体験しても

らうように勧めたりすることで表現力を

高めていく。 

事

後

学

習 

１ ○東習フェスタを振り返り，まとめをする。

・自分の発表内容や発表の仕方を振り返

り，良かったことやもっと工夫したいこ

とをまとめていく。その時，ＩＢＭの「ト

ライサイエンス」で学んだ２つのプログ

ラムが有効に活用できたか，振り返って

いく。 

・フェスタに来て説明を受けた人たちの反

応を感じて，自分たちの説明の仕方を振

り返る。 

 



 － 7 －

３ 本時の展開（１，２／７） 

時配 学習内容 教師の支援、備考 

５分 

 

10 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 分 

 

 

10 分 

１．月のクレーターがどのようにできたかを

考える。 

２．クレーターのでき方実験の説明を聞き，

どの物体が一番深く穴ができるかをグル

ープで予想する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予想をもとに実験する。 

・７種類の球を一定の高さから落下させ，底

に開いた穴の深さを測定する。 

４．実験結果をまとめ，穴の開き方の違いから

物体の大きさや重さと穴の大きさとが関

係あることを考える。 

○物体が衝突すると壊れたり，へこんだりする

ことからその違いについて考えさせる。 

○クレーター実験箱 

片栗粉 

小麦粉  

砂 

・上記のような実験箱に，鉄球，スーパーボー

ル，軟球，スポンジボールなどの球を用意し

て，一定の高さから落下させてできた穴の深

さを予想させる。 

・グループで話し合った結果の深い順に，ワー

クシートに記録させていく。 

 

○ワークシートに実験結果を記録させながら

実験するように声を

かける。 

○実験結果からどのよ

うな決まりがあるか

考えさせる。 

５分 

 

 

10 分 

 

 

 

 

15 分 

 

 

 

 

 

 

５分 

 

10 分 

１．風船ロケットがどうして飛ぶのか考える。

・風の力，重りの位置，ストローの長さなど

に目を向ける。 

２．より遠くまで飛ばすように，風船ロケット

の設計図をワークシートにかく。 

・ストローや重りのおはじきの位置を考え

る。 

 

３．設計した方法で風船ロケット組み立てて，

実験する。 

 

 

 

 

 

４．どうしたらもっと遠くまで飛ばせるか，試

行錯誤しながら，実験を繰り返す。 

５．実験で気づいたことをまとめる。 

 

○風船ロケットの飛ぶ様子を演示し，風船が飛

ぶ理由を考えさせる。 

 

○条件の違いに目を向けさせ，設計図を描かせ

るようにする。 

・ストローの長さや取り付ける位置 

・おはじきの個数や取り付ける位置 

・風船の大きさ 

○グループに１つのガイド糸をはり，実験がス

ムーズにできるよう

にする。 

 

 

 

 

○途中で止まってしまう児童には，おはじきの

位置やストローの長さを変えてみるように

声をかける。 

○ストローやおはじきの位置，風船の大きさで

飛び方が違ったことをまとめる。 
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４ 資料 

 

 【東習フェスタで，学習したことを見学者に伝える場面や児童の感想】 

 

○ 月グループの発表 

 

月面のクレーターを説明 

大人の人たち(保護者等)は

よく理解していたようだけれ

ど，小さい子(低学年児童)はよ

く分からない感じだった。 

 実験のやり方を説明 

この時は，小さい子も大人の

人たちも「すごいなあ」という

ことを話していて，ワクワクし

た感じだった。 

穴の大きさを測定 

穴の大きさを測定する前に，

予想を立ててもらいました。 

どの人も穴の深さを測ると

きは真剣でした。 

 

 

全体的に，実験はすごく喜んでもらえました。みんなが喜んでくれたので，とても嬉しかったです。 

クレーターに穴ができることを実験で試してみて，「おもしろいよ。」と言ってくれてよかった。 

 

○ ロケットグループの発表 

 

 

 

 

 

 

 

フェスタ来校者に実験をしてもらう場面 

 

東習フェスタでは，国際宇宙ステーションの資料を集め，資料から大事なところを模造紙にまとめて

書いたところが良くできた。当日は，ロケットの広場に 72 人もお客さんが来てくれて，とてもよかっ

た。自分は，少し緊張したが，しっかりと発表できた。風船ロケットでは，お客さんがたくさん来てく

れたし，みんなとても喜んでくれていたからよかった。 

楽しくロケットの仕組みも分かって，お客さんもたくさん来てくれて，この企画をやってよかった。 

お客さんは，ロケットの発表をしたら，真っ先に体験コーナーへ行き，風船を膨らませたりして楽し

んでくれた。大人の人も小さな子も楽しんでくれて，やった甲斐があった。 
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１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

理科の「電池の働きを調べよう」では，ソーラー電池を使って直列つなぎや並列つなぎのつなぎ方

と電池の量との関係を調べてきた。また，ソーラー面と太陽の角度の違いによって，発電する電気量

にも違いができることを今までの学習の中で学んできた。更に，４月から総合的な学習の時間を利用

して，資源物のリサイクル活動にも取り組み，太陽エネルギーを活用したソーラー電池の利用法にも

関心を広げてきた。そんな中で，日本ＩＢＭ会社の「ソーラー電池の活用法を考える」学習プログラ

ム紹介していただいた。今回のように，ソーラーパネルをどこにつけて，どのように利用するかとい

うシステムを考える学習は初めてだったので，大変新鮮に感じられ，児童も目を輝かせて参加してい

た。地球の温暖化を防ぐためにも，自然の力を利用する太陽エネルギーの活用法を考える学習は大変

興味深く取り組むことができた。今回の授業は，理科の「ソーラーの仕組み」と社会科の「資源の有

効活用を考える」学習とを結びつけたことが 大のポイントであり，それを仕事として考えている人

たちの存在を知ることができたことも大きな成果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的な学習の時間：宇宙を調べよう

エンジニアの評価を受ける 

 

 
太陽光発電の使い方を話し合う 
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２ 全体の構成（６時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい 

事

前

学

習 

２ 

 

 

 

１ 

 

○ 理科「電池の働きをしらべよう」で，

ソーラー電池のつなぎ方，光の量と発

電量との関係を調べる。 

 

○ 社会科「資源の有効活用を考えよう」

で，リサイクルの必要性や自然エネル

ギーの活用法を学ぶ。 

○ ソーラー電池は，光の当て方によって

発電量が違うことに実験を通して気づ

かせる。 

 

○ 日常の生活の中からたくさん出てくる

ごみを減らすには，リサイクルや自然

エネルギーの必要性に気づかせてい

く。 

体

験

学

習 

２ 

（本時）

 

○ ソーラー電池の活用法を考える。 

・ ソーラーカーの動き方から光の量と発

電量との関係を復習する。 

・ ソーラーパネルを使った交通標識や電

卓など身近なソーラーシステムを知

る。 

・ ソーラーパネルを使った身近な生活用

具やシステムのアイデアを考える。 

・ 考えたアイデアをグループで話し合っ

て，まとめる。 

○ グループで考え出したソーラーシステ

ムを企業のエンジニアの方に評価して

もらう。 

○ 今までの理科や社会科の学習を結びつ

け，エコの視点から日常の生活をもっ

と豊かに工夫する必要感を持たせると

共に，そのことを仕事として考えてい

るシステムエンジニアの存在に気づか

せていく。 

 

事

後

学

習 

１ ○ 学習を振り返り，まとめをする。 

・ 自分たちの生活をエコの視点から見直

す。 

・ ソーラーシステムを使ったアイデアを

考える。 

○ システムエンジニアの仕事を考える。

○ 私たちの周りには，生活をもっと豊か

にしようと考えて仕事をしている人た

ちの存在を見直していく。 

 
【ワークシート】 【感想用紙】 
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３ 本時の展開（４，５／６） 

時配 学習内容 教師の支援，備考 

 

10 分 

 

 

 

10 分 

 

 

 

 

 

20 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 分 

 

 

20 分 

 

 

 

 

10 分 

 

 

10 分 

 

 

 

１．太陽光発電の説明を聞く。 

 

 

 

２．太陽電池を使ってソーラーカーを動かす

実験をする。 

・光の当てる角度によって，スピードに差が

出ることを確認する。 

 

 

３．太陽電池の新しいアイデアを考え，ワー

クシートに記録する。 

・身近な太陽光発電を使用した製品の紹介を

聞く。 

・ワークシートに商品名，取り付ける場所，

セールスポイント，デザインなどを書き込

む。 

 

 

 

 

４．それぞれのアイデアを出し合い，グルー

プで１つの物に話し合ってまとめていく。

 

５．グループ毎にアイデアを発表し，システ

ムエンジニアの方から実用化に向けた評

価をしてもらう。 

 

 

６．システムエンジニアの仕事について話を

聞く。 

 

７．学習のまとめをする。 

 

・理科の学習「電池のつなぎ方」の学習を想

起させ，太陽光電池が光の量に影響させるこ

とを思い出させる。 

 

・天候不良のため懐中電灯の光をソーラーパ

ネルに当て，充電させて車を走らせるように

声をかける。 

・実際に動かして，光の量により車の走り方

に差が出てくることを確かめるようにする。

 

・電卓，屋根の上のソーラーパネルなど身近

に使われている太陽光発電を使っている物

を考えさせる。 

・道路標識，門灯，工事現場の標識などにも

太陽発電が使われてきていることを知らせ

る。 

・アイデアが浮かばない児童には，日常生活

の中で不便に感じていることやもっとこん

な物があったら便利だなあと思うことを考

えるように声をかける。 

 

・１つにまとまらない場合は，実用化できる

かという視点から検討するように助言する。

 

・それぞれのよいアイデアを合体させて，新

しい物を創り出すように声をかけていく。 

・実用化の観点からそれぞれのアイデアを評

価していく。 

 

・システムエンジニアの仕事の大変さややり

がいを感じ取らせていく。 

 

・ゲームを使って，太陽光の集光量と電気エ

ネルギーの関係を振り返らせる。 
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４ 資料 

 
 【太陽電池の新しい活用アイデアを学習したことを振り返った感想】 

 

○ 今まであまり太陽光発電のことが分からなかったけれど，今日パワーアップゲームや勉強をしてよ

く分かった。また，自分がゲームをやれてうれしかった。この授業を受けて，もっと太陽光発電の

ことを知って，みんなにもよく分かるように説明してみたいと思った。ぼくもエンジニアみたいに

やってみたいし，将来の夢もエンジニアみたいにいろいろな物を創り出してみたい。これからソー

ラーパネルのことをすごくいっぱい知って，世界に広めてみたい。 
 

○ 太陽光発電は，いろいろなことに役立ち，なくてはならないことが分かった。すごく，関心が持て

ました。今日のことをよく覚えて，未来につなげてみたいです。すごく楽しくて４年生の思い出に

なりました。システムエンジニアみたいに新しい物を開発してみたいと思った。 
 

○ 今日の授業で，「太陽光発電ってすごいな」と思った。私も太陽光発電のアイデアをたくさん考え

たいと思った。太陽光発電のことは知らなかったから，いろいろなことが知ることができて楽しか

った。太陽の力を使った物をもっとたくさん知りたいし，創ってみたいと思った。 
 

○ 表札にソーラーが付いているなんて，びっくりしました。何で表札にソーラーが付いているか考え

て，説明してくれたのでとてもよく分かりました。ソーラーってこんな活用もできるんだなと思い

ました。ゲームは楽しそうでした。いろいろな発表やアイデアで，なるほどと思ったり，考えたり

して楽しかったです。 
 

○ 体験などをして，ソーラーパネルのことがよく分かった。自分で太陽電池の活用アイデアを考えた

り，ゲームをしたりして太陽光発電のことが分かってきました。また，エンジニアは環境に役立つ

ことをしているんだなあと思いました。今，私の知らないところでソーラーパネルがいっぱい使わ

れていることを知りました。 
 

○ 今まで知らないことが分かったのでよかったです。私がビックリしたのは鏡で反射して電気を作る

ことです。私が知っていたのは，ソーラーパネルで太陽の光を集めるものです。世界 大のソーラ

ーパネルは，「サッカー場 100 個分」っていうのがビックリしました。学校の理科の勉強でも教え

てもらったけれど，学校の５倍ぐらい世界のことがよく分かりました。 
 

○ 今日の授業で，ソーラーパネルのことがよく分かりました。エンジニアのこともよく分かりました。

ソーラーパネルが世界中のいろいろなところで役立っているんだなあと思いました。パワーアップ

ですごく太陽光発電に興味を持ったので，家でやってみようと思います。自分たちでアイデアを考

えてみて，太陽光発電はいろいろなことに使えるんだなあと思った。今，日本の環境があまり良く

ないので，太陽光発電がもっともっといろいろな所で役立ってくれたらなあと思いました。 
 

○ いろいろな所にソーラーパネルが付いていることが分かった。 

ソーラーパネルが付いている電灯は見たことがないけれど，も

っといろいろな所についているのでおもしろいと思った。将来，

みんなが考えた物が本当にできるといいなあと思いました。 
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５年 家庭科 富里市立富里第一小学校

身の回りを気持ちよくしよう（株式会社ダスキン 暮らしの快適化生活研究所） 

 

 

１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

本題材は，日常の住まい方に関心を持ち，気持ちよい住まい方をするために，児童が住まい方を見

つめ，課題を見つけたり実践計画を立てたり，解決方法を考え工夫して生かそうとする力を育てる「く

ふうしてみよう」というテーマの中に位置づけられている。 

このテーマに迫るために，今までの家庭科学習で培った実践的な態度をさらに発展させ，自ら進ん

で計画し実行できるようにすることと，家族の一員としてもふれあいを工夫することができるように

することをめざし，一回り成長した自分を意識づけられるように３つの題材構成になっている。 初

は，身の回りの汚れに関心を持ち，汚れやその場に応じた掃除をしようという本題材『身の回りを気

持ちよくしよう』で，これを受けて，二つ目の暖かさ・明るさ・風通し等に着目した『快適な住まい

方を考えよう』，三つ目の家族や友だちとの団欒
らん

を計画し，ふれあいを深めることをねらった『家族

とのふれあいを楽しもう』につながっていく。 

本題材では，児童が生活している家や清掃活動している校舎内の汚れに目を向けて掃除に関心を待

てるようにし，汚れの原因や材質に応じた掃除の仕方を，掃除のプロであるダスキンの方から教えて

いただきながら実際に汚れを落とす体験をさせたいと考えている。また，学校での取り組みが家庭で

の実践に円滑に結びつけられるようにするため，調理台やコンロ，換気扇のある家庭科室内の掃除を

設定することにより，冬休みに家庭での大掃除の手伝いに意欲をもつことができるようにしたい。 

以上のことから，年間指導計画では２学期後半に予定していた『作っておいしく食べよう』を３学

期に実施し，本題材と『快適な住まい方を考えよう』の一部を２学期に展開することとした。また，

本題材は４時間扱いの構成になっているが，ダスキンの方から掃除についての様々な知恵を伝授いた

だくという貴重な機会を得たことから，５時間扱いで展開することとした。 

家庭科の学習において，どの学年，どの題材においても意識して取り組んできたことがある。それ

は，環境への配慮である。調理実習では，材料や水の無駄遣いをなくし，ゴミの減量に努力させた。

洗濯実習でも，ためすすぎの徹底や洗剤の使用量を守る等してきた。家庭科室にはリサイクルしたも

のを展示するだけでなく実際に使用するなどして常日頃より『リユース（再使用）・リフューズ（断

る）・リデュース（減す）・リサイクル（再利用）』（フォー・リーブス運動）を実践するよう心がけて

きた。本題材の授業実践においても，洗剤や清掃用具の適切な使用等環境にやさしい掃除の仕方につ

いても，環境に配慮した取り組みを会社経営の大きな柱としているダスキンのノウハウを学んでいき

たいと考えている。 

ダスキンには，独自に開発し実践されている『学校教育支援活動』がある。その中の一つである“ダ

スキン掃除教育カリキュラム「われらクリーン調査隊」”は，小学校低学年用＜掃除の知識の習得＞

→中・高学年用 STEP１＜知識の応用・実践＞→中・高学年用 STEP２＜新たな課題への挑戦＞→中学

校用＜自分の力を伸ばすことへの挑戦＞と発達段階や教育課程を踏まえたものであり，現場の教師の

「掃除をどうやったら効果的に教えられるだろう？」という声から生まれた，体験型の学習プログラ

ムである。 

そこで，この中の中・高学年用 STEP１「掃除の大切さを知ろう」のカリキュラムをもとに，掃除の

大切さ・掃除の意義を学び，掃除に対する興味を高め，汚れを見つける目を養い，家庭や学校での日々

の実践に結び付けられるような授業構成，展開を考えていきたいと思う。 
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さて，本授業におけるキャリア教育のねらいであるが，ゲストであるダスキンの方々を通して上記

のような家庭科のねらいを達成しつつ，職業観や勤労観を養っていきたいと考えている。つまり，社

会の中には掃除を専門に仕事をしている会社があり，そこで働いている方は「きれいにすること」を

通してお客様に喜んでもらうことを大切にして仕事をされていることをつかませたいと考えている。 

 

２ 全体の構成（７時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい 

事

前

学

習 

３ ○家や家庭科室で汚れを探し，どんな汚れ

かを調べ，場所によって汚れ方が違うこ

とに気付く。 

○汚れ調べをもとに，掃除の必要性につい

て話し合い，「快適」「健康」「耐久」のた

めに掃除は必要であることを知る。 

○家庭科室を掃除するために，汚れにあっ

た掃除の方法を考え，「クリーン作戦」の

計画を立てる。 

○汚れを探し，汚れにはいろいろな種類が

あることや場所によって汚れ方に違いが

あることに気づくことができる。 

○掃除は，快適で健康的な生活を送ること

や物を長く安全に使うことができるよう

にするために必要であることを理解でき

る。 

体

験

学

習 

２ ○ダスキンの方から掃除の仕方や道具の作

り方を学び，「クリーン作戦」の見直しを

する。 

○「クリーン作戦」計画をもとに，掃除用

具を工夫して，家庭科室内の汚れを徹底

的に落とす。 

○計画に基づいて，汚れに応じた用具やそ

の使い方を工夫して，家庭科室内の担当

場所の汚れを落とすことができる。 

事

後

学

習 

２ 

（本時）

○掃除後の感想を話し合い，気持ちよさを

分かち合う。 

○社会の中には掃除を専門に仕事をしてい

る会社があり，そこで働いている方は「き

れいにすること」を通してお客様に喜ん

でもらうことを大切にして仕事をされて

いることをとらえることができる。 

 

３ 本時の展開（６，７／７） 

時配 学習内容 教師の支援，備考 

５分 

 

 

 

 

 

 

40 分 

 

１ 前時までの活動を振り返り，本時の活動と

めあてを確認する。 

・掃除の必要性 

・家庭科室の汚れを落とすための方法や手

順について見直すこと 

・計画に沿って掃除の実践をすること 

 

２ ダスキンの方からのお話を聞き，掃除の基

本について学び，「クリーン作戦」計画の

見直しをする。 

・自分の掃除場所や汚れに合った方法や道

具であるかどうか。 

・付け加えや不必要な活動はないだろうか。

○授業開始の挨拶の後，ダスキンの方々の自己

紹介によく耳を傾けさせる。 

○掃除の必要性「快適」「健康」「耐久」につい

ておさえさせ，２時間の取り組みの流れを理

解させる。 

 

 

○予め考えておいた掃除方法や道具が適切か

どうか，話を聞いた後に確認させ，修正させ

る。 

○掃く，拭くという掃除の基本の実践やわりば

しを用いた簡単な掃除道具を作る活動では

支援に入る。 
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 ・危険なことはないか。 

 先の尖っている道具の扱い方 

 ドライヤーの熱 

 高い所に上がってする作業 

 掃除をする場所の周囲 

・衛生面，健康面で問題はないか 

 体調，手荒れ，アレルギー 

 ビニール手袋やマスクの着用 

・環境に配慮しているか 

 使えるものはとことん使う。 

 水は汲んで使う。（出しっぱなしにしない。）

○単に掃除の確認だけにとどまらず，危険性が

ないか，環境に配慮した内容であるかどうか

についても，掲示物等で注意を促す。 

○予め立ててあった計画について，不安なこと

やわからないところはダスキンの方に質問

するよう促す。 

○安全や環境については，掲示物を提示して，

注意を喚起する。また，洗剤については，安

全を考慮し，石鹸水を利用させる。 

 

 ３ 掃除の準備をする。 

・トイレ，水飲み 

・身支度（エプロン，紅白帽子，腕まくり）

・必要な掃除道具 

・水汲み 

○２時間続きの１時間が終了するので，休み時

間５分を使って，掃除の準備を行わせる。 

○汚れ調べで，どんな場所にも髪の毛が落ちて

いたことから，紅白帽子等頭覆いをさせる。

また，臭いに敏感であったり，ハウスダスト

等でアレルギー症状を起こしやすい児童に

はマスクをさせる。 

30 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５分 

 

 

 

 

 

 

４ 家庭科室クリーン作戦を行う。 

床・部屋の隅      ４人 

しみついた汚れをとる。 

掃いて拭く。 

棚，冷蔵庫，黒板の上  ７人 

積もったほこりをふき取る。 

しみを取る。 

換気扇         ７人 

しつこい油よごれや黒く固まった 

汚れを石鹸水で落とす。 

コンロ         ７人 

煮こぼれ跡や焦げて黒くなった 

ところを石鹸水でこすって落とす。 

窓ガラスと桟      12 人 

水ぶきの後に磨く。 

砂やほこりをかき出す。 

 

５ 掃除の後片付けを行う。 

・捨てるもの，洗うもの，しまうものに分け

て片付ける。 

・移動したものは元の場所に戻す。 

・手洗いをし，エプロンなどを外す。 

○安全に留意して掃除をしているかどうかを

確認しながら，ダスキンの方とともに指導し

て回る。 

 

○計画通りにいかない場合は，別の掃除道具に

替えてもよいことを伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○短時間で，各グループで協力して後片付けを

行わせる。 
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10 分 ６ 掃除をしての感想をまとめる。 

・掃除を終えての感想や苦労したこと 

・年末の大掃除を手伝える自信がついたか。

○ワークシートに，掃除後の率直な気持ちを書

かせる。 

○ダスキンの方々への感謝の気持ちを挨拶と

拍手でしっかりと伝え，授業を締めくくる。

 

４ 授業の成果等 

（１）授業の成果 

本校では，人との関わりという観点から，仲間のため，社

会のためといった自分でないもののために尽くすことに喜び

をもつ「利他的欲求」を，キャリア教育の人間関係形成能力

に関連付けて育てていこうと考えている。 

企業の中で，1990 年代から取り入れた成果主義を見直して，

社員に内発的動機付けをしていこうという動きが起きている。

これは，利他的欲求を高めることで仕事へのモラールアップ

を図ろうとするものである。 

 

さて，本授業は，この利他的欲求を高めるのに大変効果的だったと言える。授業中の児童の生き

生きと掃除に励んだ活動ぶりはもちろんのこと，下記の感想をみると「きれいになることで気持ち

がいい」「教えたら喜んでくれた」というような利他的欲求が高まる授業であったことがよくわか

る。 

なぜ，利他的欲求が高まったのか。それは企業のプロから本物の掃除の技能を教わり，きれいに

するという実感を伴った経験をしたことで，掃除の“心”，つまり，きれいにすることや誰かの役

に立つことはうれしいことであるという心を学び取ったからであると思う。 

 

数日後，５年生の中の数名が「にじ色ボランティア」というグループをつくり，校内をきれいに

する活動が始まった。そして，校内のすみずみが少しずつきれいになってきている。 

このボランティアが決して教師の呼びかけから始まったのではないことは言うまでもない。 

 

（２）児童の感想等 

○ 授業で作ったそうじ道具を家で使ったらきれいにできました。お父さんにダスキンの方から教

えてもらったことを話したら今度からやってみようかと言ってくれました。ぼくはそうじがすき

になりました。 

 

○ ぼくは窓のさんを授業でそうじしたので，家に帰ってから家のさんもそうじしてみました。そ

したらとても汚れていたのでびっくりしました。授業で作ったわりばしにスポンジを付けたぼう

が大活躍でした。お母さんに作ってあげたら喜んでくれたのでうれしかったです。 

 

○ この前習ったぞうきんのしぼり方や正しいほうきのはき方はそうじの時間でやっています。習

ったやり方でそうじをしているといつもよりもっときれいになった気がしてうれしいです。 
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５年 総合的な学習の時間 御宿町立御宿小学校

ゲーム会社で働く人たち（株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント） 

 

 

１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

本授業では，実際にゲームに関わる仕事をしている人の話を聞き，ゲームが作られて販売されるま

でいろいろな人がそれぞれの仕事を分担していることを知る。その中で「ゲームが好き＝ゲームに関

わる仕事に就く」「ゲームに関わる仕事＝ゲームクリエイター」というだけではなく，ゲーム会社で

もいろいろな職種があり，そのひとつひとつが会社にとって必要であることを知る。そこから「幅広

い職業観」を身に付けるようにしていく。さらに，地域で働く人たちにも目を向けていく。 

 

 

２ 全体の構成（７時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい 

体

験

学

習 

１ 

（本時）

ゲーム会社で働く人たち 

・ゲーム会社で働く人たちの仕事について

理解をする。 

・ゲーム会社にはゲームをつくる以外にも

仕事があることを知る。 

・ゲーム会社で働く人たちを例に幅広い職

業観を養う。 

事
後
学
習 

６ 御宿町のすてきな人 

・いろいろな仕事で活躍した人，今も活躍

している人たちから話を聞き，まとめる。

・地域で仕事をして活躍した人，輝いてい

る人の話から働くことの大切さを知る。

 

 

３ 本時の展開（１／７） 

時配 学習内容 教師の支援，備考 

５分 

 

 

 

 

 

 

あいさつ 

（１）ゲームができるまでを知る。 

・ゲームソフト「サルゲッチュ」のゲーム画

面を見て，概要を理解する。 

・「サルゲッチュ」を作るためにどれくらい

の人が関わっているのか考える。 

 

・実際のゲームを使い，興味を持たせる。 

 

・制作は 30 人～40 人，その他の仕事を合わせ

ると 100 人以上が関わっていることを知ら

せる。 

５分 

 

 

 

（２）ゲームに関わる仕事について考える。 

・「サルゲッチュ」に関わって，どんな仕事

があるのかを考える。 

・クリエイター，宣伝，営業などの仕事があ

ることを知らせる。 
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20 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）クイズ私の仕事はなんでしょう？を行う。

・様々ある仕事の中から５名（５種類）の方

に登場いただいた映像教材を見て，クイズ

に答える。 

（５名の方がそれぞれ仕事の内容を言い，

「私の仕事は何でしょう？」と聞く。そし

て，それぞれの仕事内容と，事前に挙げて

おいた，「プロデューサー」「お客様相談」

「宣伝」「営業」「プログラマー」の５つの

仕事名と合致させる。） 

・班ごとに話し合い，黒板に正解を書く。 

・班ごとに話し合いが進んでいるかを見る。 

・答えが出せない班にはヒントを与える。 

・ゲーム会社の仕事の中にはゲームの制作と 

関係がないこともあることに気付かせる。 

10 分 

 

 

 

（４）正解と解説をする。 

・正解と解説の映像を見て，それぞれの仕事

について理解する。 

・ビデオ映像を使いながら説明をしていく。 

５分 （５）まとめをする 

・それぞれの方からのメッセージを見る。 

・それぞれの方のメッセージから働くことに

ついて自分なりの考えをもたせる。 

 

 

４ 授業の様子 

 
ゲーム会社の仕事についての質問に答える児童 

 
ゲーム会社の仕事の説明をする講師 

  

  

クイズの答えを班ごとに考える児童 
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５年 総合的な学習の時間 木更津市立波岡小学校

コマーシャルを作ってみよう（株式会社 博報堂） 

 

 

１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

児童は，毎日の生活の中で知りたい情報を得るために，テレビ・ラジオ・雑誌・新聞・インターネ

ット等，様々なメディアを利用していることを学習した。そして，「放送局の仕事」や「新聞社の仕

事」「ＣＭのひみつ」など情報の分野に携わる人の仕事の内容や工夫について，また，情報を利用し

ている職業や情報とその影響についてなども学んできた。児童は，自分たちが溢れるほどの情報の中

に身を置き，知らず知らずのうちに影響されたり，また利用したりしていて，自分たちの生活と「情

報」が深くかかわっていることに気づくことができた。しかし，情報を発信する側が，限られた時間

や条件の中でより効果的に多くの情報を送るために苦労や工夫をしていることについての理解は十

分とはいえない。 

本授業では，児童が自分のお気に入りの事柄やおすすめの物の良さを紹介するＣＭを作ることで，

創造的な態度やより良いものを発信しようとするコミュニケーション能力を養うことをねらいとし

ている。導入として社会科の「ＣＭのひみつ」の学習を振り返り，児童が大好きなテレビコマーシャ

ルの特色からＣＭ作りに必要な要素を考える。お気に入りの「本」「クラブ」「食べ物」などの良さを，

どのように伝えるかを計画していく中でＣＭ制作に携わっている企業の方をお招きし，ＣＭ制作の手

順や工夫などについてお話していただく。何気なく見ているテレビＣＭの制作の工夫や苦労などにつ

いて話を聞いたり質問したりすることで，ＣＭ制作に興味を持ち，制作に携わる方々の工夫や苦労，

さらに仕事への思いが感じとれるようにさせたい。 

 

企業の方の紹介 コマーシャル作りについてのお話 
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２ 全体の構成（８時間扱い） 

 時数 活  動  内  容 ね ら い ・ 留 意 点 

１ 「おすすめの物」を紹介しよう。 

・「おすすめの物」をみんなに伝えるためにコマー

シャル作りをすることを知る。 

 

・コマーシャル作りの学習（社会科）を振り返る。

 

・社会科の学習の「ＣＭのひみつ」

を振り返り，コマーシャルの工夫

を考えることができる。 

・自分のお気に入りやおすすめの

物を，みんなに知らせようという

意欲を持つことができる。 
事

前

学

習 

２  コマーシャル作りの計画を立てよう。 

・コマーシャルのアイディアを考える。 

 

 

・場面構成を簡単な絵コンテで表し，ワークシート

にまとめる。 

 

・お気に入りやおすすめの物をど

のように伝えるか考えることが

できる。 

・ワークシートに絵コンテやせり

ふ，音楽等を書き込ませ全体の流

れをイメージさせる。 

体

験

学

習 

１ 

（本時）

 ＣＭ制作をしている方のお話を聞こう。 

・企業でコマーシャル制作をしている方から，コマ

ーシャル作りについての話を聞く。（手順・工夫・

苦労など） 

 

・コマーシャル作りの計画について質問したり，話

を聞いた感想を発表したりする。 

 

・講師を招き，ＣＭ制作の手順や

工夫などについての話を聞き，Ｃ

Ｍ制作に興味を持つことができ

る。 

・ＣＭ制作に携わる人の仕事内容

や仕事への思いを知ることがで

きる。 

事

後

学

習 
４  コマーシャルを作ろう。 

・企業の方の話を思い出し，自分の計画を見直す。

 

・コマーシャル作りに必要な用具や材料を準備す

る。 

 

 

・ビデオで撮影し，互いに見合って感想を話し合う。

 

・伝える友達を意識した表現方法

を考えることができる。 

・自分の「おすすめの物」を，楽

しくわかりやすく友達に伝える

コマーシャル作りをすることが

できる。 

・できあがったコマーシャルを

見て，よいところや工夫したとこ

ろなどを発表することができる。
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３ 本時の展開（４／８） 

時配 学習内容 教師の支援・留意点 資料 

３分 

 

２分 

25 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 今までの活動を振り返る。 

 

２ 講師紹介を聞く。 

３ 講師の方の話を聞く。 

①広告代理店の仕事について 

  企業～代理店へ 

②コマーシャル作りの手順 

  構想・絵コンテ・キャッチコピー

  音楽 など 

③制作の工夫や苦労 

④コマーシャルを作るときに気をつけ

ること 

⑤仕事への思い 

 

○コマーシャル作りについて学習し

たことを振り返る。 

○担任が簡単に講師の紹介をする。 

○担任は講師の資料提示の補助をす

る。 

 

○具体的な資料を見せていただき，コ

マーシャル作りの手順や工夫・苦労

などわかるようにし，興味や関心を

もてるようにする。 

 

 

○仕事への責任や使命感を感じ取ら

せることができるように，講師の話

をまとめる。 

 

 

掲示物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレゼンテー

ションソフト

８分 

 

 

 

 

 

 

 

７分 

４ 自分の「お気に入り」や「おすすめの

物」などのコマーシャルの構想を見直

す。 

・ 絵コンテ 

・ セリフ 

・ 音楽 

・ 登場人物 

・ 効果音 

５ コマーシャル作りについて質問や感想

を発表する。 

○ワークシートの自分のコマーシャ

ルの計画を見直し，困っていること

やわからないことに講師の方から

アドバイスをいただくようにする。 

 

 

 

 

○くわしくたずねたいこと，初めて聞

いたことや興味を持ったことなど

を自由に発表させ，ＣＭ制作に携わ

る職業への興味を持たせる。 

ワークシート
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４ 授業の様子及び資料 

 

【授業の様子】 

 
講師の方からアドバイスをいただく 質問や感想を発表する 

 

 

【児童が作成した計画書】 
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