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６年 理科 鎌ケ谷市立五本松小学校

電磁石の性質（協和工業株式会社） 

 

 

１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

本単元では，まず「コイルの中に鉄片を入れて電流を流すと，鉄片は磁化され，電磁石ができるこ

と」をとらえさせたい。さらに電磁石を作って，その働きを調べる活動を通して，「電磁石の強さは

電流の大きさやコイルの巻き数によって変わること」，「電流の向きが変わると磁石の極が変わるこ

と」を学習していきたい。 
また，実際に企業で電磁石を利用したモーターを製造している方から電磁石の秘密やつくり方を指

導していただき，「自分達の身の回りにたくさんの電磁石があること」をとらえさせていきたい。 
子どもの思考の中では，電気と磁石の関連性は，結びつきが無いと予想される。電流から生じる磁

石への考えを深め，身の回りに大変多く使われていることを知り，その仕事に携わる方が持っている

知識，技術などの専門性，職業観にもふれていけるよう学習を進めたい。 

 

２ 全体の構成（13 時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい 

２ ・電池，導線，方位磁針を使って電流によ

って導線に目に見えない力が発生するこ

とを見つけ出す。 

・電池，導線，方位磁針を使って電流が流

れたとき導線に目に見えない方位磁針を

動かす力が発生することを発見できる。

・電流の向きを反対にすることによって方

位磁針の振れ方が逆になることや導線で

方位磁針を何回も巻くことによって力が

増すことを実験によって見つけ出すこと

ができる。 

２ ・コイル作りをする。（100 回巻き） 

・コイルのどの部分に力が発生するかを調

べる。 

・コイルの中心に力が集まっていることが

調べられる。 

１ ・コイルの中に鉄心をいれ，電磁石を作る。・コイルの中に鉄心を入れて電流を流すと，

鉄片は磁化され，電磁石になることを理

解する。 

・電磁石は，電流が流れている間だけ磁石

になることを理解する。 

体

験

学

習 

３ ・電磁石の鉄を引き付ける力を強くするに

はどうしたらよいか考え，確かめる。 

①電池を２個直列につなぐ。 

②電池の状態（条件）を同じにしてコイル

の巻き数を増やす。 

・予想を確かめるために必要な条件を明確

にして実験を行うことができる。 

・電磁石の強さは，電流の大きさ，コイル

の巻き数に関連していることを理解す

る。 

（鉄心は同じであることを条件とする。） 
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１ ・電磁石にもＮ極とＳ極があるか調べる。 ・方位磁針を使って電磁石のＮ極とＳ極を

調べることができる。 

・電流が流れる向きを反対にすると極も反

対になることを理解する。 
 

２ ・自分が持っている限られた材料からでき

るだけ大きな力を発生する電磁石をつく

る。 

・巻き数と電流の大きさに着目してつくる。

（巻き数を増やすことや電流を強くするだ

けでは限界がありそうなことを感じ取れ

る。） 

事

後

学

習 

２ 

（本時）

・電磁石の専門家に会い，電磁石の基本的

な性質を学ぶと共に電磁石を利用した製

品の生産や研究に携わる職業について学

習する。 

・電磁石はどのような工業製品になり，ど

のような人々がどのような工夫や努力を

しながら携わっているかを理解する。 

 

 

３ 本時の展開 （12，13／13） 

時配 学習内容 教師の支援，備考 

５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．本時のねらいについて説明・講師の紹介 

・自己紹介 

・モーター作りとその仕事について学習すること 

を確認 

 

 

 

 

 

２．電磁石の構造と基本的な性質 

・磁気，磁界，について 

・力を集めるためのコイルと磁束について磁力線 

を見えるようにしてみよう。 

電磁石で鉄粉をすいつけ鉄粉がつく方向を観察 

・Ｓ極とＮ極，反発する力と引っ張り合う力の性質

と磁束の中に垂直に電流を流したときに発生す

る力について 

 

 

 

 

 

 

 

・児童が作った電磁石を実際に操作さ 

せる。 

・児童一人ひとりに鉄粉を配布する。 
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30 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

５分 

３．モーターが回る仕組み 

・４極モーターの仕組み 

・電磁誘導モーター（カットモデル）を実際に運 

転して観察 

・児童が作ったモーターを点検，修理 

 

 

 

 

４．仕事をしてきた体験 

ものづくりの日本の技術のすばらしさ 

・製品がアジアの諸外国で作られるようになった

理由 

・製品が外国で作られるようになり，これから仕

事を持つ上では，世界的な広がりのある人々との

付き合いが必要になること 

 

５．まとめ 

・前向きにチャレンジする気持ちを忘れないで欲 

しい 

 

・どんなことに気をつけるとよく回る

か，回らない訳は何なのかを助言し，

修整させる。 
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４ 授業の様子 

 

 

自己紹介をする講師 

 

電磁石の磁力線を調べる児童 

 

 

 

 

モーターが回る原理を説明する講師 

 

 
モーターのカットモデルが実際に 

回転するのを見て驚く児童 

 

 

 

 
修整して回るようになった児童のモーター 

 
仕事の体験を話す講師 
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６年 家庭科 流山市立南流山小学校

めざせ！ 地球にやさしい洗濯名人（花王株式会社） 

 

 

１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

体を動かすのが好きで，休み時間には外で元気に遊ぶ児童。生活の中で，汗をかいたり衣服を泥だ

らけにしたりすることは日常茶飯事である。しかし，汚れた服は家の洗濯場に出しておけば，次の日

にはきれいになっているものという意識が強く，洗濯の大変さや汚れが落ちない苦労などはピンとこ

ない児童が多い。事前調査では，ほとんどの家庭で毎日母親が洗濯している。３分の１の児童は，洗

濯をしたことがなく，洗濯機の使い方もわからないのが実態である。 
そこでこの題材では，汚れた服は不健康であり，周りにいやな思いをあたえることを自覚し，まず

自分自身の問題としてとらえさせていく。そして，指令「地球にやさしい洗濯名人になろう」という

課題について，洗濯の技術の面や環境問題の面などいろいろな問題意識を持って追究させていきたい。 
洗濯は家庭生活で行われていることであり，家庭の取材活動はなくてはならないことである。「何

をしているか」「どのようにしているか」「どうしてそうするのか」という視点で家族に取材をし，洗

濯する人の気持ちや工夫も聞き取らせたい。そして，聞き取ったことをまとめ，自分の課題を見つけ

て洗濯の実践をしていく。洗濯名人を目指す中で，節水・洗剤による汚染などの環境問題についても

関心を持たせ，環境を考え意識する機会として大切に扱いたい。 
後に，指令に従って自分たちが見つけた「地球にやさしく，上手な洗濯方法」について発表会を

開く。発表会を企業の方に聞いていただき，実例をまじえてコメントしていただくことにより，洗濯

の奥深さに気づき，自分でも進んで実践しようとする意欲を持たせたい。また，日々様々な研究をし

てよりよい製品を開発しようとしている企業の方の姿勢や思いを知ることで，夢や希望を持って将来

のことを考えていくことができると思う。 
 
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 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 衣服を気持ちよく着るために 

・汚れた衣服を提示し，どうやって汚れ

を落とすのか考える。 

・指令「めざせ！地球にやさしい洗濯名

人」を伝える。 

・指令を実行するために各家庭で取材す

ることを考える。 

 

・汚れは意外に落としにくいこと，洗濯し

てきれいになると自分も周りも気持ちが

いいことに気付かせる。 

 

・企業の方からの指令を受けることで，学

習の目的を明確にさせ，一人ひとりの意

欲化を図る。 
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体

験

学

習 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本時）

◎ 発表しよう，我が家の洗濯 

・取材してきた洗濯の工夫や失敗談を発

表しあい，洗濯のポイントをまとめる。

 

 

◎ 見つけよう，洗濯名人の秘訣 

・前時に見つけたポイントで，実際に試

してみたいことを決め，グループ分け

する。 

・グループごとに実践し，自分たちが見

つけた洗濯のコツをまとめる。 

 

◎ 地球にやさしい洗濯名人発表会 

・グループごとに見つけたコツを発表す

る。 

・企業の方にコメントをいただき，企業

の研究内容やそれにかける思いを聞

く。 

 

・失敗を大切に扱い，そこからポイントを

見つけださせる。「洗濯前」「洗い方」「干

し方」の３つの過程からまとめていく。

 

 

・「きれいに汚れを落とす洗い方」「環境に

配慮した洗い方」の２つの視点をはっき

りさせる。 

・洗剤の量，水の温度，洗い方など自分た

ちが疑問に思ったことを調べさせる。 

 

 

・きれいに洗えて環境にもやさしい洗濯の

ポイントをまとめ，掲示する。 

・企業の方も我々と同じような思いで日々

研究していることを理解する。 

事

後

学

習 

１ ◎ 家でもチャレンジ！ 

・学んだことを生かして，家庭でも洗濯

の実践をする。 

 

・気持ちよく生活するために，自分でもで

きることを少しでも実践していこうとい

う気持ちをもたせていきたい。 

 

３ 本時の展開（６／７） 

時配 学  習  内  容 教 師 の 支 援 ・ 備 考 

３分 １．本時のねらいを確認し，講師の紹介をする。 ・講師の方の「指令」をしっかり確認する。 

20 分 ２．グループごとに調べた内容を発表する。 

・「上手な洗濯のしかた」「地球に優しい洗濯

のしかた」の２つの視点に分けて発表す

る。 

・見つけた大切なポイントを黒板に掲示す

る。 

・グループの課題，実験方法，結果，わかった

ことを簡潔に発表させる。 

・１グループ２，３分程度におさまるようにす

る。 

・聞き手はワークシートに大切なポイントを

メモするようにさせる。 

20 分 ３．講師の方に発表に対するコメントをいた

だく。 

・講師の方の経歴や仕事の内容，仕事に対

する思いをうかがう。 

・児童の調べた内容，調べ方，実験する視点

などに対するアドバイスを言っていただく。

・どんな願いや思いを持って研究に携わって

いるのか，つらかったことやうれしかったこ

となどを具体的に話していただく。 

２分 ４．友だちの発表や講師の方の話を聞き，

思ったことを発表する。 

・洗濯の奥深さや，日々研究に取り組んでい

る講師の方の姿勢などについて感じたこと

を自由に発表させる。 
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４ 授業後の感想，授業の様子 

 

（１）授業後の感想 

・界面活性剤というものを初めて聞いてびっくりした。洗剤にそのような働きがあるなんて思ってい

なかった。家に帰ったら花王以外の洗剤も見てみたい。私達が実験した時ににおいが残ったのは，

界面活性剤がないことと関係があるのかなと思った。 

 

・洗剤には界面活性剤というものが入っていて，それが汚れをよく落とすことがわかりました。急な

依頼でとまどったけど楽しくでき， 後には結果もわかったので，とてもいい経験になりました。 

 

・洗剤で汚れがどのように落ちるのかわからなかったけれど，話を聞いて界面活性剤の働きのおかげ

だとわかった。地球に優しい洗たくについて今まで考えたことはなかったけれど，研究してもっと

地球に優しい洗たくのやり方がわかったから，周りの人に教えてあげたい。 

 

・講師の方に少しでも協力できて良かった。花王の方々が日々努力しているのがわかった。これから

も私達がより楽に洗剤を使えるように頑張ってもらいたい。普段聞けないことが聞けて勉強になっ

た。 

 

・汚れを落とす成分（界面活性剤）やその働きについてとてもよくわかった。講師の方は，家で不便

なこと・感じたことを聞いて研究していたのだと初めてわかりました。 後にテレビやインターネ

ットとか教えてくれたので，やってみようと思いました。すごい苦労をしているんだなと思いまし

た。 

 

・なんで洗剤で汚れが落ちるのかわからなかったけど，界面活性剤のおかげだということがわかって

良かった。界面活性剤以外の成分についても知りたくなった。 

 

・花王の方々がどのような実験をしているのかわかった。洗剤の使い方についてもいろいろ調べてい

ることを知った。自分達が実験したやり方と全く同じやり方で，花王の人達が実験していたなんて

びっくりした。 

 

・界面活性剤という物質が物を洗うもの全てに含まれていると聞いて驚いた。消費者の声を聞いて商

品を作っていると知り，すごいなと思った。話してもらったことを家でやってみたい。 
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（２）授業の様子 

 

上手な洗濯の仕方について 

発表する児童 

地球にやさしい洗濯の 

仕方について発表する児童 

ワークシートに発表のポイントを

記入する聞き手の児童 

   

 

発表からわかったことを 

メモする児童 

児童の発表を聞いてコメントや

アドバイスをまとめていく講師

発表の内容について 

コメントする講師 

   

 

 

企業での研究や商品化の 

苦労などを説明する講師 

 

講師のお話や友だちの 

感想を聞く児童 

 

授業を振り返って 

感想を発表する児童 
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６年 総合的な学習の時間 市川市立二俣小学校

健康な体「自分の心と体を見つめて」（セントラルフィットネスクラブ市川） 

 
 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

① 今までの職業観や勤労観を養う学習活動をいかした健康教育 

総合的な学習の時間の中で，自分の将来について考える学習に取り組んだ。将来的に自分はどの

ような道を歩み，どうなりたいのかというプランを立てたり，どんな職業があるのかについて調べ

たりする学習内容である。自分と夢とが近づき，将来の展望が少しでも見えてくれば，今を精一杯

生き，毎日の取り組みに自分なりの意義を見いだせると期待して行った。自分のプランづくりとと

もに，働いている様子を見学したり，インタビューしたりする活動を組んだ。これはキャリア教育

の一環として行った。この学習を通してわかったことは，毎日の学習がその力の育成に必要である

こと，人とかかわる力は働く上で必要不可欠であること，健康な心と体を持ち続けること，我慢強

い心や素直な心が，力をつけるためには必要であることなどであった。修学旅行でお世話になった

ホテルの従業員，伝統工業に従事する方などにも積極的に聞く活動から得たものであった。子ども

は現実感を持ち，素直に話を受け入れた。家庭で，そういう話を真剣にしたことは，親にとっても

よい機会であったことを，後日，保護者から聞いた。 

この学習を受け，「健康な体」ということが児童の中でも注目されるようになった。 

家庭科の「毎日の食事を見直そう」の学習，体育科の保健分野の「健康な心と体」とも関連して，

成長期にある自分の体に目を向け，将来にわたって，健康な心と体作りに取り組むことができるよ

うな学習を計画できることも利点の一つである。 

② 市川市のヘルシープランとの関連および社会的な健康ブームを生かす 

企業は，社員にメタボ対策を奨励したり，人間ドックでは，メタボ検診が義務づけられたりする

ようになった。仕事をしっかりやり遂げるためには，体と心が健康であることが必要であるという

ことだ。健康維持が企業や社会に義務付けられ，大きな働きかけに変わったという社会的な動向が

みられる 

しかし，健康は大切とわかってはいるが，児童は「健康な心と体」を，どのように理解している

のか，また，健康な生活を営むために自分で気をつけていることがあるのか，そして，健康的な生

活を送るための土台を築く時期をどう過ごせばよいのかを気づき，改善するきっかけとなる学習を

したいと考えた。 

ここでは，成長期にある児童に，健康な体というものはどういう状態を言うのか，将来にわたっ

て意欲的に生活できる体作りとはどんなことかを，食育とともに基礎代謝に目を向けさせたいと考

えた。 

基礎代謝は，どのような働きをしているのか知り，実際に測定することで自分の体を見つめ，「健

康な体をつくるための土台を今築かねばならない」という意識を持たせたい。 

また，健康な体作りで欠かせないのは食育である。自分の食生活を見直し，食生活をコントロー

ルすることは難しい。これらのことを知り，成長期にある体を見直し，健康な心と体作りを意識で

きるようにしたい。 

また，この活動の中でかかわる専門的な知識を持つ養護教諭や栄養士，フィットネスクラブのイ

ンストラクターなど，健康づくりに関係する仕事をされている方とのふれあいを通して，職業観や

勤労観を育てたいと考える。 
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２ 全体の構成（13 時間扱い） 

 時数 カリキュラム内容 ねらい 

１ ○「人生の先輩に聞く」の学習を振り返り，

仕事をするためにはどんな力が必要だっ

たかを考える。 

○どの力も大切で，必要だと思うが， も

大切なものとは何だろう。 

・健康じゃないと働く意欲がわいてこない

し，どんな専門的な高い技術があっても

発揮されない。 

○「健康な体」とはどんなことだろう。 

○学習内容をつかみ，キャリア教育の内容

と総合的な学習の時間の学習内容のつな

がりに気づく。 

 

 

 

 

 

○「健康な体」について，自分なりの考え

をもち，次時の話を意欲的に聞くように

する。 

２ ○予想をもとに「健康な体」について養護

教諭の話を聞く。 

キーワード 

【基礎代謝】【摂取カロリー】【栄養素】

【睡眠】【栄養バランス】【成長曲線】

【ホルモン】 

○健康について目を向けさせ，自分の心と

体についてみつめるようにする。 

○前時の「健康な体」で子どもが持った考

えを抑えるとともに，成長期は生涯にわ

たる土台をつくる時期であり，「基礎代

謝」を中心とした調べ学習につながるよ

うにする。 

事

前

学

習 

２ ○話を聞いて疑問に思ったことや，調べた

いことを整理し，調べる。 

・筋肉と基礎代謝の関係 

・マッチョな人ほど基礎代謝が高いのか 

・睡眠と基礎代謝の関係 

・成長期に必要な栄養 

・よい睡眠のとり方 

・成長ホルモンについて 

・代謝をあげるための運動 

○調べる計画を立て，学習内容やねらいに

常に戻るよう確認し，学習の充実度を上

げるようにする。 

○データや情報の出所を書き留め，考えの

根拠を明確にする。 

○数値・グラフなどの統計資料は正確に書

くようにさせ，具体的に話ができるよう

にする。 

○上記のような事柄に留意して調べる学習

をすることで情報活用能力を高める。 

体

験

学

習 

２ 

（本時）

○ゲストティーチャーから基礎代謝につい

て話を聞き，その測り方を知る。 

○基礎代謝を測る。 

・平均的な値を知る 

・自分の基礎代謝を測る 

○測定して，気づいたことを書く。 

・自分の代謝を平均的な基礎代謝と比べて

わかったこと 

・異年齢の方の基礎代謝からわかったこと

○有酸素運動をする。 

・ボクササイズ 

・エアロビクス 

○インストラクターの話を聞くことで，基

礎代謝をより身近に感じる。 

○自己の基礎代謝を測ることで，自分のか

らだの状態を知り，調べた情報と照らし

合わせて理解を深める。 

 

 

 

 

○楽しく有酸素運動をすることで，運動の

働きを確認する。 

○短時間に無駄なく大勢の人を動かすイン

ストラクターの役割に気付かせる。 
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１ ○学習したことをもとに，自分の「体つく

りプラン」を考える。 

・テーマを決める 

・食・運動・睡眠などバランスよく考える

○学習したことを取り入れたプランを立て

ることで，自分の健康について将来にわ

たって考えようとする態度を育てる。 

２ ○考えたプランを発表する 

・ゲストティーチャーや友達に話を聞いて

もらい，相互評価する 

○専門的な立場に立つ人の助言をいただく

ことで自分のプランに自信もち，実践へ

の意欲を持たせる。 

２ ○発表の時の振り返りを参考に，自分の「体

つくりプラン」を修正し，実施の計画を

立てる。 

○実施１ヶ月後どのように変化したか測定

し，振り返る。 

 

事

後

学

習 

１ ○プランのまとめをする。  

 

３ 本時の展開（６，７／13） 

時配 学習内容 教師の支援・備考 

５分 ○前時までの学習を振り返る（担任） 

・食事・睡眠・運動のバランスが大切。 

・成長期に必要な栄養がある。 

・生命を守るための運動・基礎代謝を高める・

維持することが大切。 

・成長ホルモンの分泌が盛んになる今の時期

に，自分の体を振り返り，生涯にわたって健

康な体をつくる土台をつくる。 

・基礎代謝は，20 歳前後でピークをむかえる。

◎調べ学習の状況を把握し，これまでにわかっ

たことを報告しあうことで，これまでの学習

を振り返る。 

◎友達の報告を聞くことで，自分の学習の進度

を確認し，学習への見通しを持つ。 

５分 ○本日のゲストティーチャーの紹介を聞く（担

任） 

・水泳指導をはじめ，スタジオでなどすべての

プログラムの指導をされている。 

◎わかりやすい言葉を選び，ゲストティーチャ

ーに関心を抱くようにする。 

◎話を前向きな態度で聞くよう，必要に応じて

声をかける。 

15 分 ○Ｎさんの話を聞く 

・自己紹介 

・基礎代謝の話 

セントラルフィットネスクラブでも基礎代

謝の数値を気にかけている人がいる。 

＜基礎代謝について＞ 

・20 歳を過ぎると，基礎代謝は下がっていく。

基礎代謝を下げないように保持することが

大切。 

・基礎代謝は筋肉量に影響を受ける。 

・基礎代謝の測り方（体スキャン） 

◎ゲストティーチャーの話が理解できないよ

うな児童には，担任が言葉を変えて話し，理

解できるようにする。 

 

◎自己紹介の中では，フィットネスクラブに通

っている人たちの（健康や運動に対する考え

などの要望）話なども含めていただけるよ

う，事前に打合せする。 



 － 34 －

15 分 ○自分の基礎代謝を計測する 

・３グループに分かれ計測する。 

・計測が終わったら，数値を見て気付いたこ

となどを書く。 

・自分が思っていたより基礎代謝が低かった。

・平均的な数値だった。体（身長）が小さい

のは，あまり関係がないのかな。 

・運動している人の方が，数値が高いかな。 

◎具体的な数値の提示やデータの比較をする

ことでより理解を深める。 

◎データの比較をすることで，自分の数値の考

察がしやすくなる。 

◎説明にあわせて，実際に計測してみること

で，興味を持てるようにする。 

◎基礎代謝を測る中で，友達との自然な比較を

大切にしながら，データの考察をするように

話す。 

５分 ○計測後，気づいたこと・考えたことを発表す

る（担任） 

・やはり，毎日運動して筋肉が多そうな人の

方が，基礎代謝が高い。 

・男の子の方が，基礎代謝が高い。 

・運動をし，筋肉が鍛えられていると，脳か

ら伝わった命令がより効果的に機能する。 

◎計測値や考察したことをワークシートにま

とめる。 

◎計測時に児童の気づきを把握し，効率よく発

表するように組み立てる。 

◎児童の気づきを，あらかじめゲストティーチ

ャーに伝えておく。 

30 分 ○どんな運動がより基礎代謝を高めるために

良いか。実際に運動をしてみる（担任） 

（運動指導 Ｎさん） 

・話を聞いて，その運動に取り組む。 

・ボールを使った筋力アップの運動 

・体脂肪燃焼効果の高い運動 

・ストレッチ運動 

◎児童の気づきに対してゲストティーチャー

に評価・助言していただく。 

☆基礎代謝について学習したことと，自分の測

定値を比較し，年齢・男女差・筋肉量などと

基礎代謝の関係に着目して考察していたか 

【情報活用能力：発言・ワークシート】 

◎音楽にあわせて，楽しく体を動かす。 

５分 ○運動後，数人の基礎代謝を計測し，体温と基

礎代謝の関係にも軽く触れる（担任） 

・体の中心をきたえた感じがする。 

・運動すると体が温かくなる。体温が高い方

が，基礎代謝は高いらしい。 

・基礎代謝は，そのときだけ高まってもだめ

なんじゃないの。続けて，高い数値を維持し

ないとだめだと思う。 

◎児童への問いかけは，担任が行い，感想や気

づきに対してゲストティーチャーに助言し

ていただく。 

◎効果的な運動も継続することが大切である

ことに気づく。 

◎運動の効果は体の効果だけではなく，心も前

向きに明るくなることにも触れていきたい。

５分 ○ＮさんやＵさんに運動に対する思いや，イン

ストラクターとしてはたらく喜び，やりがい

などについての話を聞く 

・自分自身が，運動が好きであるということ

がまず大切だ。好きなことを伝えるのは楽し

い。 

◎ゲストティーチャーの仕事に対する思いや

願いを聞き，働くことの喜びややりがいをつ

かむ。 

５分 ○今日の学習のまとめを，振り返りカードに書

く 

・自分の基礎代謝がわかってよかった。 

・オリンピックに出るような人の基礎代謝は

もっと高いのだろう。 

・運動を続けることが大切だ。 

☆ゲストティーチャーとの学習を通して，働く

ことの喜びややりがい，働く人の思いなどに

気づいたか。（人とかかわる力：振り返りカ

ード・発言）    【人間関係形成能力】
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４ 授業の様子 

 

 

 

養護教諭との「健康な体」について成長期に焦点をあてて学習する 

 
 
 

 

体スキャンを使って基礎代謝を測る 

 

エアロビクスで有酸素運動 汗をたっぷりかきました 
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６年 総合的な学習の時間 多古町立多古第二小学校

ゆめ・仕事ぴったり体験事前学習 ～ドリーム カム トゥルー 扉よ 今開け！！～

（株式会社千葉ロッテマリーンズ） 

 

 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

本単元は近年の社会状況から，児童が将来社会の激しい変化の中で，社会人として自立していくた

めに，小学生段階のうちから一人一人に勤労観・職業観を育成していくことを目的として行うもので

ある。この学習では，多古町にある職場へ行き，将来やってみたい仕事やそれに近い仕事を子どもそ

れぞれの希望を元に体験する。本校は少人数であり，そのよさを生かして一人一人の今の夢やそれに

近い仕事を選べるようにした。その中で働く大人の姿を観察したり，仕事に対する思いを感じたりす

ることで将来の夢について思いえがき，学校で学ぶことの大切さに気づけるようにしていきたいと考

え本単元を設定した。 
この単元を通して，大人との会話や相手の立場を考えて話をすること，体験を通して学校で学ぶこ

とと社会・職業生活との関連や今，しなければならないことについて考えられるようにしていきたい。

そこでコミュニケーション能力と職業理解能力の２点を重視して育てていきたい。 
 児童の職業の業種の視野を広げる。 
実態調査の中から，働くことに対して「楽しい」と思っている意見が多かった。「自分のやりたい

ことができる」「人のためや自分のために働く」と考えている児童が多く，一人一人が夢を持ってい

る。また自分の好きなことを将来の夢，就きたい仕事として選んでいる児童も多い。そこで，子ども

の頃から好きだったことを職業としているゲストティーチャー（以下Ｇ.Ｔ）に来ていただき，話をし

ていただき仕事の種類の多さに気づかせたいと考えた。今回は，１回目に千葉ロッテマリーンズの事

業部の方に来ていただき，「好きなことを仕事にしよう」という題材名で授業をしていただく。スポ

ーツ選手になりたいと考えている児童だけではなく，成長していく中で選手だけではなく，それを支

える多くの仕事があり，夢の実現に前向きに取り組めるようにしたい。 
 事前の学習で，職場体験への意欲・視点・マナーを育てる。 
実態から，自分から進んで話をすることを苦手としている児童が多いことが分かった。職場体験を行

うにあたり，質問をしたり話をしたりすることは必ず必要である。充実した体験となるよう事前に仕事

を見る視点やマナーにつて学ぶ学習を取り入れれば，職場の様子や働いている人の思いがより分かり，

コミュニケーションもとりやすくなると考える。上手にコミュニケーションが取れれば，自信を持って

職場体験に行くことができる。さらにＧ.Ｔからもより具体的なアドバイスをもらうことにより，職場

体験での自分たちの学びの姿や視点が明確になり，意欲の高揚もはかることができると考えた。 
 体験やまとめの学習を通して，働くことの大切さに気づくようにさせる。 
一人一人の夢について，調べる学習を５年生のときに行い，少しでも自分の夢に近い仕事の職場体

験ができるようにした。１つの職場に８名が１人で行き，２名が一緒の職場に行く。そうすることで

より詳しく仕事の内容を取材することや体験することが可能となると考えた。また職場に少人数で行

くことは，職場で働く人との会話が多くなり，仕事に対する情熱や思いをより感じることができる。

こういった体験活動を行った後のまとめの学習では，自分の体験したことを分かりやすくまとめさせ

ていきたい。映像や実物に近いものを製作したりして，説得力ある発表をさせたい。プレゼンテーシ

ョンの仕方は前期にＧ.Ｔ（IT 関連会社に勤務している本校保護者）を招いて教えていただいたもの

を生かしながらそれぞれが選んで作っていけるようにしていく。 
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２ 全体の構成（20 時間扱い）             ◎：重点項目 ○：育成が期待できる項目 

関連するキャリア能力過
程 

時
数 

主な活動内容 支援・評価 
人 情 将 意

１ ○ オリエンテーションを行い，

学習の見通しを持つ。 

・ 中学生の職場体験報告会を思

い出し，自分たちの職場体験に

ついて計画を立てる。 

○ 友だちの夢ややってみたいことを

知り，自分の参考にさせる。 

○評 友だちの決定に左右されずに，自己

決定することができる。 

○  ○  

１ ○ 学区や多古町にはどんな産

業や事業所があるか発表し合

い，体験したい職場を決める。

○ 児童の適性に配慮して助言する。 

○評 友だちの決定に左右されずに，自己

決定することができる。 

  ○ ◎
つ

か

む 

１
（
本
時
） 

○ 好きなことを仕事にしてい

る方から話を聞き，仕事には

様々な種類があることを知る。

○ Ｇ.Ｔの話をじっくり聞けるように

助言する。 

○評  仕事には様々な種類があることに

気づくことができる。 

◎ ○   

３ ○ 体験する職場や仕事内容に

ついて調べたり，質問したいこ

となどをまとめたりする。 

・ 仕事内容について調べる。 

・ 事業所で聞きたい質問事項な

どを考えてまとめる。 

・ お世話になる職場の方へ手紙

を書く。 

○ 自分たちの思いだけでなく，受け入

れてくださる方々の都合や気持ちに

ついても考えさせる。 

○ インターネットや図書資料を使っ

て調べられるようにする。 

○評 体験先について調べたり，質問した

いことをまとめたりすることができ

る。 

◎ ◎ ○  

調

べ

る 

２ ○ 職場体験の事前の準備をす

る。 

・ 挨拶や言葉遣いのリハーサル

をする。 

・ 全体で見合って，よい点・改

善した方がよいところなどに

ついて話し合う。（自己紹介，

挨拶，お礼，返事など） 

・ 職場体験での仕事を見てくる

視点を広げる。（Ｇ.Ｔによる授

業） 

○ 相手の気持ちに立った言葉遣いを

考えさせる。 

○ 社会人としての心得の一部として

の挨拶や言葉遣いの大切さを理解さ

せ，教師を相手に練習させる。 

○評  相手の立場に合わせた挨拶や言葉

遣いをすることができる。 

○ 職場体験では仕事をしている大人

のどんな所を見てきたらよいかを明

らかにし，本来への意欲づけを行う。 

○ Ｇ.Ｔからのアドバイスがいかせる

ようにする。 

◎   ○

体

験

す

る 

４ ○ 職場体験をする。 

・ 各事業所へ行き，体験をす

る。(持参物；水筒，名札，

指定された持ち物，筆記用具

など) 

○ 安全に注意させる。 

○ 巡回し，児童の様子を見る。(職場

の様子を撮影) 

○評  体験を通して職場の人たちとのか

かわりを深めることができる。 

◎ ◎ ○  
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１ ○ お礼の手紙を書く。 

・ 各事業所の担当者に向けて

お礼の手紙を書く。 

○ 体験を通して，仕事に対する考えや

感謝の気持ちが伝わるように書くよ

うに助言する。 

○評  心を込めて感謝の気持ちが伝わる

ように手紙を書くことができる。 

◎    

ま

と

め

る 

３ ○ 報告会の準備をする。 

・ 事業所の紹介，仕事の内容

・ 働いている人の気持ち 

・ 仕事をしてみての感想 

・ 将来の自分に役立つだろう

と思うこと 

・ 自分が体験した仕事など 

○ 自分がどんな活動をしたのかわか

るようにまとめる。 

○ まとめ方は個人・グループに任せる

が，必要に応じて助言していく。 

○ リハーサルを行い，聞き手を意識し

た話し方に留意するよう助言する。 

○ 体験を通して，今，自分のやるべき

ことについて考えられるように助言

する。 

○評  わかりやすく相手に伝えるにはど

うしたらよいか考えながら準備を進

めることができる。 

○ ◎   

１ ○ 報告会をする。 

・ 保護者や５年生に向けて報

告会を開く。 

○ 友だちの発表に対する自分なりの

意見がもてるように助言する。 

○評 声の大きさ，話し方などを工夫し，

聞く側に伝えたいことをはっきりと

話すことができる。 

◎   ◎

伝

え

る 

３ ○ 体験レポート集を作る。 

・ 体験したこと 

・ 感じたこと，学んだこと 

○ 職場体験のまとめをする。 

・ 友だちの発表やレポートか

ら感じたことを発表し合う。

・ 学校生活にいかせることは

何か考える。 

○ どんな体験をしたのか想起させ，観

点を示して書かせる。 

○評 体験して感じたこと，学んだことな

どをレポートにまとめることができ

る。 

○ これまで学習してきたことを基に，

今後の生活に生かすことができるよ

う支援する。 

○評 友だちの発表を聞いたり，レポート

を読んだりすることによって，他の職

業のやりがいや楽しさ，仕事をしてい

る人々の思いや考えを知り，今後の生

活にいかそうとすることができる。 

 ◎  ○
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３ 本時の展開（３／20） 

目標：一つのこと（例えば野球）にも様々な職業があることを知り，働くことへの興味や意欲を持

つことができる。 
 

（○Ｔ１[ＡＣＥ] ◇Ｔ２[担任] ☆Ｇ.Ｔ［株式会社千葉ロッテマリーンズ］） 

 学習内容と支援 資料 

４分 

◇ Ｔ１を紹介する。 

１ スポーツに携わる仕事がたくさんあることを知る。 

○「この映像はどこでしょうか？」 

 ・マリンスタジアム，野球場… 

○「ここではどんな人が仕事をしていると思いますか？」 

 ・選手，監督，チアガール… 

○「実は今日はここで働いているＭさんに来ていただいています。」 

 

■球場の様子の映像

を流す（10秒程度）。

■スクリーン 

５分 

２ 千葉ロッテマリーンズ球団事務所で働くＭさんを紹介する。 

○ Ｍさんの肩書きを子どもに見せる。 

○ 「長い肩書きだけどどんな仕事しているかわかるかな？わからないよ

ね，Ｍさんどんな仕事をしているのですか」 

☆ Ｍさんに簡単に仕事を紹介していただく。 

 

■肩書きを書いた模

造紙を黒板に貼る。

10分 

３ Ｍさんの仕事内容を知る。（ポスター・試合準備 etc） 

◇ 本時のめあてを提示する。 

○ Ｍさんが仕事内容を紹介する（ポスターの企画） 

☆ 「ポスター作りにお客さんに喜んでもらう工夫がいろいろあります。」 

○ 「Ｍさんは他にも仕事があるのですか？」 

☆ 「他にも試合当日はこんな仕事をしています。」（試合準備） 

■本時のめあてを書

いた掲示物を貼る。

■ポスターの実物を

黒板に掲示する。

■試合当日のＭさん

の仕事様子の映像

（３分弱）。 

12分 

４ Ｍさんの仕事に対する思いや情熱を知る。 

○ 「いろいろな仕事をしているＭさんですが，どんな思いで仕事につい

たと思う？きっかけは何だろうね？」 

・ 野球が好きだから… 

○ 「実際にはどうですか？」 

☆ 「みんなも夢とか好きなこととかあるよね。僕は小さい頃からスポー

ツが好きで，スポーツに関わった仕事に着きたいと思っていた。」 

○ 「今も同じ思いで続けているのですか?」 

☆ 「そうです。」 

○ 「小学校の時は，どんなことをしていた小学生でしたか？」 

■話の内容に沿う資

料を用意する。 

５分 

５ ビデオ教材から他のスタジアムの仕事内容を知る。 

○ 「Ｍさんのように，好きなことを仕事にしている人は他にもいるので

すか？」 

☆ 「僕の他にも好きなことを仕事にしている人はいます。その中で，今

回は２人からみんなへのメッセージをもらってきました。」 

◇ 子どもの発言を板書する。 

■ビデオ教材を流す。

（３分弱） 

９分 

６ 本時の学習について振り返る。 

○「Ｍさんの他にも好きなことを仕事にして働いている人はいるのです

ね。」 

☆「そうですね。みんなも好きなことを大切にしてください。」 

○「では，今日の授業でわかったことや感想を，プリントに書いてみてく

ださい。書き終わった人は，Ｍさんになりきってお客さんに喜ばれる

サービスを考えてプリントに書いてみましょう。」 

○ 子どもの感想を発表させＭさんからコメントをもらう。 

○ サービスについてＭさんからコメントをもらう。 

◇ 次時の予告をする。 

■プリント 
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４ 授業後の児童の感想 

 
○ 私は仕事の内容や思いやりのことを教えてもらって，仕事の大切さを感じました。また，好き

なことを仕事にするためには努力するだけでなく人を思いやることもすごく大切だということ

を教えてもらいました。 
 
○ 今回の学習では，小さい時から好きなことを大切にすることや好きなことをどんどんと増やし

ていくこと，努力するだけでなく自分なりに考えていくことが大切なんだと感じました。 
 
○ 好きなことをこれから続けて夢へ進んでいきたい。そして，今からできることはやっていきた

いです。これからも自分のやりたいことをやっていきたいです。 
 
○ 「努力する」「頑張る」だけではなく，その内容を詳しく調べたり書いたりすることをがんば

りたいです。今，学習している国語や算数などいつかは役に立つと思うので，将来困らないよう

にしていきたいです。 
 
○ Ｍさんの仕事への情熱が伝わってきました。好きなことを大切にすると夢が自然にできるのか

なと思いました。具体的に努力をしていくと夢に近づくと初めて知りました。 
 
○ 今回の授業で好きなことを大切にすることはすごく大切なんだと思いました。楽をして仕事を

するのではなくて，勉強などの努力が必要だと思いました。私は，これからも今の自分の好きな

夢のためにたくさん努力をしていきたいです。 
 
○ 今回の授業でＭさんの仕事に対する情熱がすごく伝わってきました。またどんな仕事をしてい

るのかもわかりました。私も好きなことを大切にして夢を見つけていきたいです。 
 
○ Ｍさんの話を聞いて自分の仕事をしてお客さんに喜んでもらったり，楽しんでもらったりした

い気持ちがよく伝わってきました。僕も将来，楽しんでもらったり，喜んでもらったりする仕事

をしたいです。 
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全学年（縦割り班で学習） 国語科 布施学校組合立布施小学校

目的に応じた伝え方を考えよう「インタビューをしよう」 

（株式会社読売新聞東京本社） 

 

 
１ 授業のねらい・キャリア教育との関連性 

○ 本物のインタビューはどんなものかを感じる。 

○ インタビューのコツを学ぶ。 

○ 大人を相手に，わからないことや疑問に思ったことを率直にインタビューする。 

○ あらかじめ考えておいた質問だけでなく，ひとつの質問から，次の質問を考えられるようにする。 

○ キーワードでメモを取れるようにする。 

○ １～６年生の全校児童 61 名が９人程度の縦割り班になり，助け合いながら楽しくインタビュ

ーの学習に取り組むようにする。 

○ ひとつの新聞をつくるのにどれだけたくさんの人々が関わり，協力して仕事を進めているのか

を理解する。 

○ 相手の気持ちや本音を引き出すプロのインタビューの仕方を知り，新聞記者の技や仕事内容，

仕事へのおもいなどにも興味を持たせる。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

スペシャルゲストにインタビューしよう 

 

一番伝えたいことをみんなで発表する 
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２ 全体の構成（16 時間扱い） ５年生の国語の授業とした場合 

 
 時数 カリキュラム内容 ねらい・留意点 

事

前

学

習 

４ ○単元全体を概観し，学習の見通しを持つ。

 

○テレビニュースの「特集」がどのように

作られるか読む。 

 

○ニュースの「特集」を作るときに大事な

ことを読み取る。 

○教科書教材を読み，取材やインタビュー

することへの興味・関心を高める。 

体

験

学

習 

９ 

 

 

（本時）

○布施のよさについて調べ伝えるという学

習の 終目的を知り，意欲を持つ。 

 

○実際の記者からインタビューの仕方につ

いて学び，取材計画を立てる。 

 

○取材し，集めた材料メモを文にする。 

 

 

○原稿をグループで読み合い，アドバイス

をもらいながら書き直す。 

 

○発信する方法毎に集まり，役割を決めて

企画書を作る。 

 

○原稿をもとに画像や資料を選び，説明を

付け加えて発表の練習をする。 

○住んでいる布施地区のよいところに目を

向ける。 

 

○インタビューするときの留意点を理解す

る。 

 

○たくさんの材料から一番伝えたいことを

明確に持つ。 

 

○意見交換しながらよりよい原稿へと推敲

する。 

 

○明確に伝えるための発信方法を考える。

 

 

○おもいを伝えるために資料や映像の活用

も考える。 

事

後

学

習 

３ ○学級の友達に発信し，感想や意見を交換

してまとめる。 

 

○各自で取材した布施のよさをいろいろな

発信方法で，たくさんの人に伝える。 

○いろいろな人々に発信することにより，

取材やインタビューの大切さや難しさに

ついて考える。 
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３ 本時の展開（６，７／16） 

時配 学 習 内 容 教師の支援・備考 

 

５分 

10 分 

 

 

 

 

５分 

 

15 分 

 

 

 

 

５分 

 

 

 

５分 

新聞記者の仕事を体験しよう 

１．記者の必需品のメモ帳を受け取る 

２．新聞ができるまでを知ろう 

・ビデオ教材を利用し，新聞ができるまでの過程を知

る。 

・インタビューと新聞作りの関係や，新聞記者がイン

タビューのプロであることを知る。 

３．スペシャルゲストの仕事をみんなに紹介しよう

・次に行う活動の説明をする。 

４．記者のインタビューを見てみよう 

・代表の先生にインタビューを受けていただく。 

・記者のメモをプロジェクターに映し，メモの取り方

も同時に学ぶ。 

５．記者のインタビューを見た感想を発表する 

・記者が取ったメモを見ながら，メモの取り方につい

て知る。 

６．インタビューのコツを学ぶ 

・ビデオ教材で，記者にインタビューのコツを教わる。

・記者のインタビューを振り返りながら，インタビュ

ーのコツを知る。 

７．班ごとにインタビューの順番を考え，スペシャルゲ

ストのプロフィールから質問を考える 

 

○メモ帳を渡すことで，メモする

ことを徹底させる。 

 

 

○新聞作りには，たくさんの人が

関わっていることを知らせる。 

 

 

○本物のインタビューを見ること

で，プロの技に直接ふれ，大人

が働いている姿をリアルに感じ

る。 

 

 

 

①相手に興味があることを示す。 

②みんなが興味を持ちそうなこと

を見つける。 

③「つっこむ」 

20 分 

 

 

15 分 

 

 

５分 

 

 

５分 

８．スペシャルゲストにインタビューしよう 

・班の中で一人２～３分ずつ交代でインタビューを行

う。 

９．一番伝えたいことを模造紙に書こう 

・みんなに伝えたいこと，面白かったこと，驚いたこ

となどを班で話し合い，模造紙にまとめる。 

10．発表しよう 

・スペシャルゲストの仕事について，インタビューし

てわかったことを班ごとに声をそろえて発表する。 

11．記者が評価する 

・発表を聞いての感想や，いい質問，注意した方がい

いところについてコメントする。 

○記者のアドバイスや作戦タイム

が入ることもある。 

 

 

 

 

○縦割り班のみんなで，元気よく

発表できるようにする。 
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