
第１学年 算数科学習指導案 

9月 25日（水）５校時 

第１学年１組 ２３名 

授業者        

１ 単元名 「   いくつといくつ  」（全４時間） 

 

２ 単元について 

 

 （１）単元の目標 

○１０までの数の構成を理解し、数の合成分解をすることができる。 

○１０までの数について、１つの数を他の二つの数の和や差として捉え、１０までの数の合成・分解に

ついて言葉や半具体物を用いて表現することができる。 

○身近な生活の場面から数で表すものを探し、合成・分解の視点から、自分の考えを表現したり、友達

の意見を聞いたりすることで楽しく交流することができる。 

 

 

 （２）単元の観点別評価規準 

 

 

３ 研究テーマとの関連 

 

（１）創造する力 

 

 

 

 

ア 知識・技能 イ 思考・判断・表現 ウ 主体的に学習に取り組む態度 

①１０までの数の構成を理解し

ている。 

②１０までの数の合成・分解を

することができる。 

①１０までの数について１つの

数を他の二つの数の和や差とし

て捉えることができている。 

②１０までの数の合成・分解につ

いて言葉や半具体物を用いて表

現することができている。 

①身近な生活の場面から、数で

表すものを探そうとしていた。 

②数の合成・分解の視点から、自

分の考えを表現したり、友達の

意見を聞いたりすることを楽し

んでいた。 

めざす姿 手立て 

Ｋ．いくつかの知識や技能をつなぎ合わせ

て考える。 

・前時の活動を使って、活動の見通しをもったり、組み合

わせが 6通りあることを予想したりできるよう、学習課

程の掲示をする。 

 

・4 文字と 3 文字を合わせて 7 文字を４+３＝７という式

と結び付けたり、合わせて 7文字にするために、７－４

＝３文字の言葉を探そうと考えたりできるよう、文字数

を意識させるような言葉リストを掲示する。 

 



（２）学び続ける力 

 

 

（３）関わる力 

 

４ 指導計画（全４時間扱い） 

 

ねらい ◯主な学習活動・児童の反応 ◇評価（観点） 

１ 
○学校の中を探検して、言葉探

しを行い、語彙を増やす。 

（国語扱い） 

 

◯少人数グループで学校の中や

身の回りのものから言葉を探す。 

ワークシートに書いて文字数を

数える。 

 

 

◇グループで交流しな

がら、言葉探しを行う。 

（主体的に学習に取り組む

態度） 

 

 

 

◇１０までの数の構成

を理解し、数の合成・分

解ができる。 

（知識・技能） 

 

◇１０までの数につい

て１つの数を他の二つ

の数の和や差として捉

えることができる。 

（思考・判断・表現） 

 

２ ○合わせて○文字になる言葉

を見つけ、数の合成・分解を理

解する。 

 

 

 

○第一時で見つけた言葉を元に

言葉を二つ合わせて５文字、６文

字になるものを発表する。 

○５と６の合成・分解を練習す

る。 

 

◯合わせて 7文字ゲームをする。

見つけた言葉の組み合わせをグ

ループごとに発表し、組み合わせ

が６通りあることに気付く。 

 

 

めざす姿 手立て 

Ｂ．課題や問題解決の選択 

 

 

・児童の意欲を高めるために、「もじもじけんきゅうしょ 

のけんきゅういん」となって活動するなど設定を工夫す

る。 

 

・音は目に見えないため、すぐに様々な言葉が何文字か迷

う児童もいると考える。よって、□を並べた分かりやす

く記述できるワークシートを用意する。 

 

・また、指を折って数える場面（グリコじゃんけんの場面）

などを想定させ、文字数の数え方を実践してみせるなど

行う。 

 

めざす姿 手立て 

Ｊ．身近な他者との関わり 

 

 

 

Ｃ．物との関わり 

 

・全員が対話しながら活動できるよう 3名程度の小グルー

プで活動させる。まだ話し合っての活動に慣れていない

実態があるため、意図的にグループを決める。 

 

・知らなかった物の名前を聞いて覚えたり、興味をもった

りできるよう、校内を探検しながら言葉を探す活動を設

定する。 

 



３ ○合わせて８文字、９文字にな

る、言葉を見つけ、数の合成・

分解を理解する。 

○合わせて８文字ゲームをする。 

グループで見つけた言葉を発表

する。 

 

◯組み合わせがそれぞれ７通り、

８通りあることに気付く。 

 

 

◇１０までの数の合成・

分解について言葉や半

具体物を用いて表現す

ることができる。 

（思考・判断・表現） 

 

◇必要な文字数の言葉

を身近な生活の場面か

ら探そうとしている。 

（主体的に学習に取り組む

態度） 

 

◇数の合成・分解の視点

から、自分の考えを表現

したり、友達の意見を聞

いたりすることができ

る。 

（主体的に学習に取り組む

態度） 

 

☆４時間の中で、３観点

をノートや発言、活動の

様子などから評価して

いく。 

４
本
時 

○合わせて１０文字になる言

葉を見つけよう。 

 

 

 

○合わせて１０文字になる言葉

の組み合わせを探し、１０の合成

分解への理解を深める。 

 

・2文字のものと組み合わせる数

は、１０から２を引けばよい。 

・１と９、２と８と順番に並べる

と、組み合わせは５つある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 本時の学習指導（全４時間中の第４時） 

（１） 目 標 

 ・言葉を使った数の合成・分解の活動を楽しんで行い、数のしくみの面白さを体験することで継続的な

数への興味関心がもてるようにする。 

 ・１０文字になる言葉の組み合わせを発表しあうことを通して、１０の構成に着目し、それらを整理し

て捉えようとする。 

  

（２）展 開 

 

 

 

 

 ◯主な学習活動 ・予想される児童の反応 ・指導 支援 ＊資料 ◇評価（観点・方法） 

導
入 

 
○前時の活動を思い出し、ルールの確認をす
る。 
・合わせて８文字になる言葉を見つけた。 
・私たちは１０個見つけたよ。 

＊学校探検で作ったことばリストを使って活動
する。 
 
・児童の言葉リストで、全ての文字数の言葉が
見つけられているか確認しておく。 
（9 文字など難しいものは一緒に探すなどして
おく） 

 

展
開 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○グループで、合わせて１０文字になるものを

見つけて、カードに書く。（１５分） 

 

・ことばブックを見ながら、グループで活動す

る。 

 

○グループごとに見つけた言葉を、ボードに貼

っていく。 

 

 

 

○グループごとに発表する。どうやって見つけ

たかも発表する。 

・「かいだん」なら 4 文字だから、１０から見

つけた言葉の４を引くと、６だから６文字の言

葉を見つけた。 

・指を折って数えながら、見つけた。 

・８の時は組み合わせは７つ、９の時は８つだ

ったから、９つあるはず…。 

 

 

 

・１０文字の言葉カードをグループに１０枚程

度配布し、使い方を説明する。 

 

・全員がカードを書けるように、グループの一人

が書いたら隣に回して書かせる。 

・８文字、９文字など言葉が見つけにくいもの

は、予めこちらでヒントボックス｛ミヤゾンの

たな｝を用意して、一つずつ引いても良いこと

とする。 

 

 

・発表を聞きながら、気付いたことなども発表

させ、計算を使った見つけ方など押さえていく。 

 

・１と９、２と８、３と７…と順列通りに並べ

ている班があれば、理由などを聞く。 

 

◇１０について他の二つの数の和や差として捉

えることができる。 

（思考・判断・表現  活動・発言） 

 

ま
と
め 

○発表、気が付いたことの板書をもとに、まと
めをする。 
・１０は１と９、２と８などに分けることがで
きる。（たしざんやひきざんを使って考えられ
る） 
・組み合わせは９種類ある。 
（１０の合成分解のゲームで習熟を図る） 

 

◇数の合成・分解の視点から、自分の考えを表

現したり、友達の意見を聞いたりすることで数

への見方が広がりその面白さに気付くことがで

きる。 

（主体的に学習に取り組む態度  発言） 

ふたつのことばをあわせて１０文字にしよう。 



６ 成果と課題 

 

 成果 課題 

創
造
す
る
力 

・前時の活動を使って、活動の見通しをもったり、組み合わせが 6通りあることを予想したりで

きるよう、学習課程の掲示をする。 

・4 文字と 3 文字を合わせて 7 文字を４+３＝７という式と結び付けたり、合わせて 7 文字にす

るために、７－４＝３文字の言葉を探そうと考えたりできるよう、文字数を意識させるような

言葉リストを掲示する。 

〇前時までの学習の流れを掲示したことは、児

童が既習事項を活用して思考するのに有効

であった。 

〇既習事項と関連付け、ひき算思考で「あと何

文字の言葉を見つければよいか」を考えてい

る姿が多く見られた。 

●文字数が多い言葉がなかなか見つからずに

困っている様子が見て取れたので、できてい

るグループの意見を取り入れることができ

るよう教師が仲介するとよかった。 

●「２つの言葉を合わせて１０文字にする」「組

み合わせは何通りあるか」という２つの課題

に取り組むことになってしまった。どちらか

一つの課題で良かった。 

学
び
続
け
る
力 

・児童の意欲を高めるために、「もじもじけんきゅうしょのけんきゅういん」となって活動する

など設定を工夫する。 

・指を折って数える場面（グリコじゃんけんの場面）などを想定させ、文字数の数え方を実践し

てみせるなど行う。 

・音は目に見えないため、すぐに様々な言葉が何文字か迷う児童もいると考える。よって、□を

並べた分かりやすく記述できるワークシートを用意する。 

〇「もじもじけんきゅうじょ」の研究員という

設定が児童の意欲につながっていた。 

〇学習の導入段階で指を折って数を数える場

面を想起させたことで、児童自身が指を折っ

て数を数えている場面が多く見られた。 

〇ワークシートに書き込むことであと何文字

の言葉を考えればよいか、明確になり、思考

の一助になった児童もいた。 

●子どもたちが立てた式を分類しやすいワー

クシートの工夫があれば、「いくつといくつ」

の法則性に気付きやすくなった。 

関
わ
る
力 

・全員が対話しながら活動できるよう 3名程度の小グループで活動させる。まだ話し合っての活

動に慣れていない実態があるため、意図的にグループを決める。 

・知らなかった物の名前を聞いて覚えたり、興味をもったりできるよう、校内を探検しながら言

葉を探す活動を設定する。 

〇国語科「ことばあつめ」と算数科「いくつと

いくつ」を関連付けて学習を進めたところに

新しさがあった。 

〇様々な言葉を探すという設定は児童のやる

気につながった。 

●個人→グループ→全体 という話し合いの

流れ、発表の目的の明確化、友達の意見をし

っかりと聞くという話し合いの方法や聞き

方の基礎を身に付けさせる必要がある。 

●発表の前までに、教師は児童が「発表した

い！」と思える内容に高めてあげる必要があ

る。 

 

考察 

・児童のやる気を引き出すような場の設定は課題への取り組みの意欲向上につながる。 

・話し合いや発表の目的を明確に児童に伝えることが人との関わりを深める。 

・合科的な学習は課題が２つになってしまわないよう配慮する必要がある。 

・全体で押さえたい場面では、話し合いの目的からそれないように教師がファシリテーターとなる必要

がある。 



９・１０班 縦割り創造活動学習指導案 

令和元年 12 月 13 日  

９・10 班    ３９名  

指導者    

 

１ 活動テーマ   

宇宙を再現しよう 

 

２ 活動の概要  

今年度の活動のテーマは「常識を超えて新しいものをうみだそう」である。これは、地域の方、教職員、

ＰＴＡ執行部の方、企画委員会児童、６年生全児童が参加した「ＤＡＳＨ会議」で決定した。一昨年度の

活動テーマ「落合を有名にしよう」、昨年度の活動テーマ「地域を豊かにしよう」よりも、活動範囲も内

容もさらに飛躍したものにしたいという願いが込められたテーマであるといえる。 

 ９・１０班は、今年度のテーマを全体で確認したのち、テーマの中にある「常識」とは「当たり前にし

ていること」「やったことがあること」「すぐに思いつくこと」「簡単なもの」であるということを確認し

た。それを踏まえたうえで、どんなことをやりたいかという活動内容決めから取り組んだ。全体で話し合

ってみたり、異学年での小グループを編成して意見を出したりした。“とにかく、いろいろな意見を出し

てから、より常識をこえそうなものを選択していこう”というのが６年生が決めた進め方であった。テー

マ出しには３回を要した。 

 次に活動内容を絞る作業に入った。４回目の活動では、たくさん出た意見の中から「常識を超えそうな

もの」をいくつか選んだ。その中から、より常識をこえた活動ができそうな「宇宙を再現する」という活

動内容が選ばれた。 

 実際に活動を始めるにあたり、「そもそも宇宙について知らない人が多い」という現実に気づき、５～

７回目の活動ではインターネットや本を使って宇宙に関するさまざまな情報を書き出し、みんなで共有

した。 

 ８回目の活動では、どのような方法で宇宙を再現できるかについて検討した。模型やＶＲ、プラネタリ

ウム、お絵かきなどの意見が出た。それぞれの利点や欠点を挙げたのち、活動内容をプラネタリウムと宇

宙模型づくりに絞った。 

 ９回目の活動ではプラネタリウムチームと宇宙模型チームの２つに分かれ、作り方や必要なものなど

をインターネットで検索した。この時、何か所か協力を依頼できそうな外部団体(ＪＡＸＡや早稲田大が

う天文部、学習院大学天文部)について紹介したが、児童は関心を示さなかった。これは「まずは自分た

ちで調べてやってみたい！」という児童の自発性の表れだと捉え、活動の展開を見守ることにした。 

 １０回目の活動では、作製するプラネタリウムや宇宙模型の精度や規模、使用場所を検討する指標にす

るために、対象や目的について話し合った。プラネタリウムチームは「別の学校の子」や「大人」に「宇

宙のきれいさを知ってほしい。」「頑張った成果を見てほしい。」「今回の体験をこの先の学びにいかした

い。」「宇宙の楽しさを伝えたい。」という意見が出た。また、「自分たちも作って楽しみたい！」という声

も上がった。宇宙模型チームでは、「地域の方」や、「保護者」、「落六小の他の班の人」に「宇宙について

新しいことを知ってもらいたい。」という意見が出た。この意見をもとにどのようなものを製作するかイ

ンターネットを使って検索した。 

 

 



３ 研究テーマとの関連  

（１）関わる力 

 

（２）学び続ける力 

 

（３）創造する力 

 

  

めざす姿 手立て 

Ｊ．身近な他者との関わり 

Ｑ．社会との関わり 

・様々な年齢で構成された縦割り班で活動を行うことで、リ

ーダーシップについて知識獲得、他者への配慮の仕方、ト

ラブルの解決法などの児童の社会性を涵養する。また、下

学年においては「人と関わる」喜びや楽しさを味わわせ社

会性の素地を涵養していく。 

めざす姿 手立て 

Ｈ．情報を収集する 

Ｌ．学びのデザイン 

・必要な情報を明確にするために縦（今日の活動のふりかえ

り）と横（活動のゴールを見据えた時にこの先どのような

ことをする必要があるか）のふりかえりを行う。 

・「どのような方略で」「どのような活動を」「どのような手順

で」行うか計画をたてる折に児童自身が目的に照らし合わ

せ、活動の真正性を吟味できるよう、おちろくＤＡＳＨの

活動前後に高学年と教員によるミーティングを行う。 

めざす姿 手立て 

Ａ．課題への取り組み 

Ｄ．課題の把握と解決しようとする態度 

 

・課題へ自発的に取り組む姿勢を涵養するために教師が児

童の取り組みを称賛していく。 

・「自己決定力」や「決断力」を獲得するために成功や失敗

にかかわらず、活動の過程を評価する。 



４ 活動計画(全２１回) 

 

回 主な学習活動   ○指導・支援    

課
題
作
り 

①
～
④ 

・課題作りの話合い活動をする。 

・年間を通して、取り組むテーマを決定する。 

・対象となる人を誰にするか相談する。 

○「常識を超えて新しいものをう

みだそう」というテーマから逸

れず、かつ、「実現可能か」「低学

年から高学年までが活躍できる

活動になるか」という視点でも

考えさせるようにする。 

課
題
解
決 

⑤
～
⑳ 

「宇宙」について知ろう 

・本やインターネットを活用して「宇宙」についての

知識を共有しよう。 

 

プラネタリウムと宇宙模型を作ろう 

第１弾  

・作りたいと思っている物のイメージを共有しよう。 

・誰にいつ何の目的で公開するのかを考えよう。 

・それぞれのつくり方や必要な材料について調べよ

う。 

第２弾（本時） 

・実際に作ってみよう。 

 

第３弾（２/２９ オープンキャンパス） 

・作ったものを公開しよう 

〇小グループを編成する折には、

必ず異学年が混ざるように班長

さんに声掛けをする。 

○活動の様子を撮影し、後日それ

を見ながら、その時のことを振

り返られるようにする。 

○PDCAで次の活動につなげる 

○インターネットを使い条件に見

合う活動を調べ計画する。 

○児童の依頼や希望をもとに「活

動の支援者」を招いて、企画を実

現するためのアドバイスを聞

く。(ＪＡＸＡなどを予定） 

振 

り 

返 

り 

㉑ 

１年間のまとめ 

・関わった方々に、手紙を書いたり、思い出のアルバ

ムを作ったりする。 

・「常識をこえることができたか」「自分がせいちょう

できたところはどこか」について振り返る。 

○活動を客観的に捉えるようにし

て、成果を確かめられるように

する。 

○取り組んできたことの証を残

し、達成感につなげられるよう

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇宙を再現しよう 



５ 授業の展開（１１/２１回） 

（１） 目指す子どもの姿  

様々な人や物と関わりながらプラネタリウムや宇宙模型の完成のためにどのように活動を進めて

いけばよいかを考えている。 

 

（２） 展 開 

主な学習活動  ・予想される児童の反応  ○指導・支援  ◇評価（観点・方法） 

１ 今日の活動の確認 

・プラネタリウム、宇宙模型を作ってみよう。 

 

２  

  

 

 

・前時までに調べておいた作り方をもとに製作活動を始め

る。 

プラネタリウムチーム 

・異学年構成の３つのグループに分かれ、それぞれ調べて 

おいたプラネタリウムを作ってみる。 

 

宇宙模型チーム 

・活動場所を決めるための話し合いをし（候補は視聴覚室

か園舎２階）、必要な材料の大きさを計算する。 

 

 

 

 

３．ふりかえり  

・ワークシートを活用しふりかえりを行う。 

 

○スムーズに活動が行われるように、高学

年ミーティングで今日の活動に必要な材

料や物を聞き、用意しておく。 

 

〇全体で確認したほうが良い内容について

は随時高学年に一度伝え、児童の言葉で

伝えられるよう見守る。 

 

〇安全に活動できるよう、十分な活動スペ

ースを確保する。 

 

○道具を安全に使うなど、安全に留意して

活動できるよう、高学年と相談して活動

グループを編成する。 

 

〇教師も児童と一緒に活動しながら、うま

く活動できていない児童には近くに寄り

添って様子を見守る。必要に応じて高学

年にアドバイスをする。 

 

◇様々な人や物と関わりながらプラネタリ

ウムや宇宙模型の完成のためにどのよう

に活動を進めていけばよいかを考えてい

るか。 

（学びに向かう力・人間性等  

活動の様子 ワークシート ） 

 

  

プラネタリウムと宇宙模型を作ってみよう 



６ 成果と課題 

 

 成果 課題 

創
造
す
る
力 

・課題へ自発的に取り組む姿勢を涵養するために教師が児童の取り組みを称賛していく。 

・「自己決定力」や「決断力」を獲得するために成功や失敗にかかわらず、活動の過程を評価す

る。 

〇 ●教師側が狙っていた大人や地域の方専門家

と関わる活動ができなかった。（児童たちの

「まずは自分でやってみたい」という願いの

表れともとれる。） 

●子どもたちから出た意見の中で、大人目線で

良いと思うものと子ども目線で良いと思う

ものが違った場合に、教師はどのような支援

をしていけばよいのか検討する必要がある。 

学
び
続
け
る
力 

・必要な情報を明確にするために縦（今日の活動のふりかえり）と横（活動のゴールを見据えた

時にこの先どのようなことをする必要があるか）のふりかえりを行う。 

・「どのような方略で」「どのような活動を」「どのような手順で」行うか計画をたてる折に児童

自身が目的に照らし合わせ、活動の真正性を吟味できるよう、おちろくＤＡＳＨの活動前後に

高学年と教員によるミーティングを行う。 

〇高学年と教員によるミーティングを行うこ

とで、教師は活動を「見守る」スタンスをと

ることができ、児童は「自分たちの意見で活

動を進めている」という自己肯定感を高める

ことができていた。 

 

●活動の安全性に関わる部分については教師

がきちんと指導をする必要がある。 

●１年生から６年生までの全員が共通のゴー

ルイメージをもてるような支援をする必要

がある。 

関
わ
る
力 

・様々な年齢で構成された縦割り班で活動を行うことで、リーダーシップについての知識獲得、

他者への配慮の仕方、トラブルの解決法などの児童の社会性を涵養する。また、下学年におい

ては「人と関わる」喜びや楽しさを味わわせ社会性の素地を涵養していく。 

〇６年生を中心に高学年は活動全体の見通し

をもち下学年をリードしていく立場、４・５

年生はその日の活動を見通して下学年に指

示を出す実戦部隊、１～３年生は上学年と遺

書に作業を進めるという役割分担がなされ

ていた。 

 

●限られた時間の中で活動を行うために、教師

が効率的に活動を進めるためのアドバイス

（グルーピングなど）を高学年とのミーティ

ング時に行っておくとよかった。 

●活動を充実させるために、４５分にこだわら

ず、６０分や１０５分の活動時間を確保して

いきたい。 
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第５学年 社会科学習指導案 

令和２年１月２３日(木)５校時 

第 ５ 学 年 １ 組   ３７名 

授 業 者           

 

 

１ 小単元名  「自然災害を防ぐ」 

 

２ 小単元の目標 

 我が国で発生する様々な自然災害による国土や国民生活への影響、被害を防止するための対策や事 

業について調べ、自然災害の防止と国民生活や産業とのかかわりを考えるようにする。 

 

２ 小単元の評価規準 

ア知識・技能 

①自然災害に関わる対策や事業について、いろいろな資料を調査、活用し

て必要な情報を集め、行政機関などが様々な対策や事業を進めているこ

とを読み取り、調べたことを図や言葉で分かりやすくまとめたりしてい

る。 

 

②我が国は自然災害が起こりやすく、行政機関などが被害を防止するため

の対策や事業を進めていることや、国民一人ひとりの協力や防災意識の

向上が重要であることを理解している。 

 

イ思考・判断 

表現 

①自然災害に関わる対策や事業について、学習問題や予想、学習計画を考

え表現している。 

 

②自然災害に関わる対策や事業が地域の人々の生活や安全な生活環境の

維持と向上に役立っていることを自分たちの生活と関連付けて考え、自

助・共助・公助の大切さを適切に表現している。 

 

ウ主体的に学習に 

取り組む態度 

①自然災害に関わる対策や事業に関心もち、学習を振り返ったり見直した

りして、学習問題を追及・解決しようとしている。 

 

②社会の一員として、自然災害に関わる対策や事業に対し、よりよい社会

を考え学習したことを社会生活に生かそうとしている。 
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４ 小単元設定の理由 

（１）学習指導要領との関連 

 本小単元は、小学校学習指導要領 第５学年の目標（１）内容（５）ア、イに基づいて設定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）教材について 

本小単元は、自然災害の防止について調べ、国土の環境が人々の生活と密接な関連をもっていること

を考えることをねらいとしている。日本では、地震や津波、風水害、土砂災害などの様々な自然災害が

起こりやすく、今年度も全国各地で多くの自然災害が起きている。特に、１０月に関東地方に上陸した

台風１９号による水害や豪雨による土砂崩れなどは子どもたちにとっても記憶に新しく、自然災害へ

の防災・減災について改めて考えるきっかけとなった。国や都道府県、地域が進めている様々な対策や

事業(公助)について調べ、それらが私たちの生活と関わっていることを考えさせることで、一人ひと

りが防災意識を高めていくこと(自助)の大切さに気付かせることにもつながると考える。また、実際

に自然災害に遭遇した際、広い視野をもち、共助にも積極的に参加しようとする態度を養うきっかけに

もなると考える。 

 

５ 児童の実態 

５年生になり本学級の児童は、「わたしたちの国土」「わたしたちの生活と食料生産」「わたしたちの

生活と工業生産」について学習してきた。それぞれの単元で調査や見学を行い、わたしたちの生活との

関わりを意識しながら社会的な事象について理解を深めてきた。学習を積み重ねる中で資料を調べた

り、考えたりすることに興味をもち、友達の考えを取り入れようとする態度が身に付いてきている。一

方で、必要な資料を適切に選択したり関連付けて考えたりすること、それぞれの事象に関わる人の思い

や願いをつかんだりすることには課題がある。 

理科の「台風と天気の変化」や「流れる水のはたらき」、国語の「百年後のふるさとを守る」、東京防

災の冊子や安全教育プログラムを活用した学習等において、自然災害の様子や対応について知識を増

やしてきた。また、千葉県で行った農業体験の際、台風１９号で稲がなぎ倒されている様子や屋根をブ

ルーシートで応急措置されている家々を目の当たりにし、自然災害の恐ろしさを体感的に捉えた。 

本小単元の学習を通して、自然災害に関わる対策や事業をただの知識として理解するのではなく、

人々の苦労や願いについても考えを深められるようにし、これからの社会を担う一員として自分たち

が社会的事象と積極的に関わっていく必要があることをとらえさせたい。 

内容（５）我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について、学習の問題を追及・解決する活動を

通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

ア（ア）自然災害は国土の自然条件などと関連して発生していることや、自然災害から国土を保全し 

国民生活を守るために国や県などが様々な対策や事業を進めていることを理解すること。 

  （エ）地図帳や各種の資料で調べ、まとめること。 

イ（ア）災害の種類や発生の位置や時期、防災対策などに着目して、国土の自然災害の状況を捉え、 

   自然条件との関連を考え、表現すること。 
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６ 研究テーマとの関連  

（１）創造する力  

めざす姿 手立て 

Ｄ．課題の把握と解決しようとする

態度 

 

 

 

Ｅ．学ぶことの意味や価値の認識 

・自分事として課題を追及していく態度を高めるために、振

り返りカードに調べて気付いたこと、疑問に思ったことな

どを記入させ、課題への理解度や次の課題の把握、課題の

修正などを容易にする。 

 

・自然災害がもたらす被害を新聞記事や動画・映像資料など

で確認し、いつでも被災者になりうること、対策や事業が

わたしたちの生活や安全な生活環境の維持や向上に密接に

関わっていることを捉えさせる。 

 

（２）学び続ける力 

めざす姿 手立て 

Ｆ．情報の分析や解釈 

 

 

 

 

Ｇ．多角的な視点 

・情報活用能力を高めるために、グループでの話し合いやプ

レゼンテーションづくりを通して、たくさんの情報の中か

ら問題解決に必要な情報を見極めたり、情報を問題解決に

沿ってまとめたりさせる。 

 

・自ら設定した課題を統合的に理解するために、資料との対

話、自分との対話、友達との対話、教師との対話、自然災

害対策に携わる人との対話など様々な対話の場面を設定

し、自然災害に関わる対策や事業が多角的に行われている

ことに気付かせる。 

 

（３）関わる力 

 めざす姿 手立て 

Ｊ．身近な他者との関わり 

 

 

 

Ｑ．社会との関わり 

 

・課題解決に向け、コミュニケーション力を活用しながら解

決していけるよう、自然災害対策に携わる人へのインタビ

ューやアンケート、グループ内での情報共有などの活動を

設定する。 

・行政機関などの取り組みが私たちの生活と密接に関わって

いる（自分事）という意識をもたせ、よりよい社会にする

ために自分たちにできることは何かを考えさせる。 

 

＊本時では、特にＤとＪの項目について重点を置く。 
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７ 指導計画（全８時間扱い） 

 ねらい 〇主な学習活動 ・内容 □資料  🔶評価 

つ
か
む 

 日本で起こっ

た自然災害につ

いて資料から読

み取ったこと

を、年表や学習

シートに整理す

る。① 

○資料などから自然災害について調べ、その原因や

被害について発表し合う。 

・台風の通り道→風水害 

・プレートの境目→地震・津波発生 

・山地多い→土砂崩れ 

・火山帯→噴火・地震発生 

・地球温暖化→ゲリラ豪雨発生 

・道路の舗装→水害発生 

・下水管の処理量少ない→水害発生 

○自然災害の多さとその原因をつかみ、理解する。 

 

□気象庁ＨＰ 

 東日本大震災時の 

「震度分布図」 

「津波の観測状況」 

□世界の地震分布図 

□近年発生した主な災害 

🔶ウ① 

これまでの学

習をもとに学習

問題や予想、学

習計画を考え、

表現する。② 

○一人ひとりの疑問や調べたいことをグループで

話し合い、学習問題をまとめる。 

・被害を減らすにはどうしたらよいのだろうか。 

・どのような準備をしたらよいのだろうか。 

・災害を防ぐ取り組みはあるのだろうか。 

・水害対策はどのように行われているのだろうか。 

 

 

 

 

 

 

○学習問題に対する予想をし、学習計画をたてる。 

【調べる方法】 

・防災関係の方のお話を伺う。 

・防災関連施設を見学する。 

・教科書や資料集、ハザードマップなどの資料やホ

ームページから情報収集する。 

【内容】 

・だれが、いつ、どこで、何を、どのように 

 

🔶イ① 

 

 

 

【学習問題】自然災害から私たちの生活を守るために、 

どのような取り組みがなされているのだろうか。 
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調
べ
る 

自然災害の被

害を防ぐため

に、行政機関や

地域、企業が

様々な対策や事

業を行っている

ことを理解す

る。 

③④⑤ 

○自然災害に関わる対策や事業について調べる。 

・河川の護岸改良工事 

・地下調節池の整備 

・台風や大雨、土砂災害の警戒情報 

・早期地震予知・警戒システム 

・建物やインフラの耐震化 

・各種災害ハザードマップの作成と配布 

・広域避難場所や防災備蓄倉庫の整備 

・企業による防災対策、マニュアル 

 

○グループで調べた内容を話し合い、整理しながら

理解する。 

○学習を振り返る。 

□東京都建設局ＨＰ 

「東京都の調節池」 

□気象庁ＨＰ 

 「防災情報」 

□東京都耐震ポータルサイト 

 「耐震化を推進する条例」 

□新宿区ＨＰ 

 「ハザードマップ」 

 「あなたのまちの避難場所」 

 「新宿区無電柱化推進計画」 

🔶ア① 🔶ア② 🔶ウ① 

ま
と
め
る 

学習問題につ

いて分かったこ

とをまとめ、表

現する。⑥⑦ 

○これまで調べてきたことをもとに、自然災害に関

わる対策や事業について分かったことをまとめ、

プレゼンテーションにする。 

・水害について 

・地震について 

・土砂災害について 

 

🔶イ② 

🔶ウ② 

 

い
か
す 

  

自然災害を防

ぐために、自分

たちができるこ

とを考え、表現

する。⑧ 

 

○自然災害を防ぐために自分にできることを考え、

発表し合う。 

・避難訓練の意義を全校に知らせたい。 

・地域のオリジナルハザードマップを作りたい。 

・携帯電話やパソコンに気象庁などのＨＰをブッ

クマークしたい。 

・家族で防災について話し合いたい。 

・プレゼンテーションをたくさんの人に見てほし  

い。 

 

🔶イ② 

🔶ウ② 
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８ 本時の指導 

 （１）ねらい 

 ・自然災害の被害を防ぐために、行政機関や地域、企業が様々な対策や事業を行っていることを意欲

的に調べ、理解することができる。 

 （２）本時の展開（４／８） 

○主な学習活動 ・予想される児童の反応 ☆指導上の留意点 □資料 🔶評価 

○本時の学習の見通しをもつ。 

 

○自然災害に関わる対策や事業について調べる。 

・河川の護岸改良工事を行って、流れる水の量を増やし

て洪水や浸水被害を防いでいる。 

・東京都建設局は、大雨のとき、地下調節池で一時的に

水をためて洪水や浸水被害を防いでいる。 

・気象庁は、台風や大雨、土砂災害の警戒情報を出すこ

とで、事前に避難や対応ができるようにしている。 

・早期地震予知・警戒システムをつくって、事前に避難

や対応ができるようにしている。 

・東京都は、建物やインフラを耐震化する条例をつくっ

て、地震が起きても建物が倒れないようにしている。 

・新宿区は、各種災害ハザードマップを作成して、災害

の危険性を知らせて被害を防ごうとしている。 

・新宿区は、新宿区無電柱化推進計画をつくって、災害

を防ごうとしている。 

・住宅メーカーは、大きな地震が起きると電気やガスの

安全装置が作動して、火災を防いでいる。 

 

○グループで調べた内容を発表し合い、整理しながら理

解する。 

 

 

○学習を振り返る。 

 

☆振り返りシートを見返し、本時で何を調べ

るのか見通しをもたせる。 

□東京都建設局ＨＰ 

「東京都の調節池」 

□気象庁ＨＰ 

  「防災情報」 

□東京都耐震ポータルサイト 

  「耐震化を推進する条例」 

□新宿区ＨＰ 

  「ハザードマップ」 

  「あなたのまちの避難場所」 

 「新宿区無電柱化推進計画」 

 

☆調べた内容（メモや写真など）をパワーポ

イントのスライドに書き込む方法を伝え

る。 

 

☆「だれが、どこで、何を、どのように」の

視点で調べるよう声掛けをする。 

 

☆調べた内容をグループ内で発表（プレゼン

テーション形式）し、情報の共有化を図る。 

 

🔶自然災害に関わる対策や事業について、い

ろいろな資料を調査、活用して必要な情報

を集め、行政機関などが様々な対策や事業

を進めていることを読み取り、調べたこと

を図や言葉で分かりやすくまとめたりし

ている。 （知識・技能） 

🔶自然災害に関わる対策や事業に関心もち、

学習を振り返ったり見直したりして、学習

問題を追及・解決しようとしている。 

（学びに向かう力・人間性等） 
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９ 成果と課題 

 成果 課題 

創
造
す
る
力 

・自分事として課題を追及していく態度を高めるために、振り返りカードに調べて気付いたこ

と、疑問に思ったことなどを記入させ、課題への理解度や次の課題の把握、課題の修正などを

容易にする。 

 

・自然災害がもたらす被害を新聞記事や動画・映像資料などで確認し、いつでも被災者になりう

ること、対策や事業がわたしたちの生活や安全な生活環境の維持や向上に密接に関わっている

ことを捉えさせる。 

 

〇教師が用意した身近な写真は、児童の興味関

心が高まり、課題を自分事としてとらえるこ

とができていた。 

●今回の指導案では、標準の学習時数を超えて

しまう。年間を通して、どのように軽重をつ

けていくかなどのカリマネをしていく必要

がある。 

学
び
続
け
る
力 

・情報活用能力を高めるために、グループでの話し合いやプレゼンテーションづくりを通して、

たくさんの情報の中から問題解決に必要な情報を見極めたり、情報を問題解決に沿ってまとめ

たりさせる。 

 

・自ら設定した課題を統合的に理解するために、資料との対話、自分との対話、友達との対話、

教師との対話、自然災害対策に携わる人との対話など様々な対話の場面を設定し、自然災害に

関わる対策や事業が多角的に行われていることに気付かせる。 

 

〇個人でパワーポイントを作成することで、責

任をもって学習に取り組んでいた。 

 

〇各児童のの進捗状況に合わせた担任からの

アドバイスやコメントが児童の学習へのモ

チベーションを高めたり、学習の方向付けを

したりすることにつながっていた。 

●グループでの情報共有のタイミングを途中

に入れるなどの工夫することで、より多角的

な視点を持つことができたのではないか。 

●情報活用能力に個人差が大きく、情報の収

集・まとめに時間がかかる。日頃から情報活

用能力が向上するよう、意識的に活動を取り

入れていく必要がある。 

 

関
わ
る
力 

・課題解決に向け、コミュニケーション力を活用しながら解決していけるよう、自然災害対策に

携わる人へのインタビューやアンケート、グループ内での情報共有などの活動を設定する。 

 

・行政機関などの取り組みが私たちの生活と密接に関わっている（自分事）という意識をもたせ、

よりよい社会にするために自分たちにできることは何かを考えさせる。 

 

〇同じ課題をもつメンバーでグルーピングし、

机の配置を工夫したことで、お互いに助言を

しあうことができていた。 

 

●PC を活用した検索を中心に学習を進めてい

たが、防災に関わる人や施設と連携するなど

のフィールドワークを入れることで様々な

人と関わる力を育むことができたのではな

いか。 
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