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１　なぜ総合的な学習の時間なのか
 ⑴求められる資質・能力と総合的な学習の
　時間の充実
　新学習指導要領で示された知識基盤社会に
おける育成すべき資質・能力の３つの柱と
は，生きて働く「知識及び技能」，未知の状
況に対応できる「思考力，判断力，表現力等」，
そして自己のキャリア形成を見据えた「学び
に向かう力，人間性等」である。教師が意識
しておきたいのは下線の部分であり，これが

「社会に開かれた教育課程」の必要性につな
がる要因だと考える。

　図１には，新学習指導要領が示す総合的な
学習の時間における「見方・考え方」と育成
すべき資質・能力の３つの柱との関係を示し
た。総合的な学習の時間は，実社会の課題を
取り上げ，その課題解決に向け，教科等で習
得した「知識及び技能」を用いながら探究的
に学ぶことを目的とするため，「探究的な見方・
考え方」と資質・能力の３つの柱との関わり
は明確である。そのことから，「主体的・対話
的で深い学びを生み出す授業」を創るには，
総合的な学習の時間を充実させることが求め
られているのである。
 ⑵主体的・対話的で深い学びを生み出す授
　業への改善の視点
　授業改善の視点と，総合的な学習の時間に

おける授業づくりのポイントを整理すると表
１のようになる。その主な視点を大別すると，
①単元デザインを創ること
②個の気付きや疑問をみんなで共有すること
③探究のプロセスを重視すること
の３つに整理ができる。これを授業づくりの
柱として実践した内容を説明する。

２　特筆すべきポイント　
 ⑴単元デザインを創ること
　図２は，動物の命とそこに携わる人々のや
さしさを探究することを目的とした『「命(め
い)・仁(じん)さがしの旅」プロジェクト（５
年生）』の単元デザインとなる。単元デザイ
ンの作成には，「構想→構成→計画」の流れ
があり，図２は，「構成」段階を示している。「構
成」に具体的な手立てを加え，活動全体を見
通したものが，指導案に示す「計画」となる。
　４月に行う「構想」の段階で，教師が考え
ておくことは， 
①学習のきっかけと子ども達の体験知
②メインの活動と子どもが行う継続体験
③社会認識を育むための教科等との関連

授業実践授業実践授業実践

たつの市立新宮小学校　主幹教諭 石
いしどう

堂　裕
ひろし

主体的・対話的で深い学びを生み出す
授業づくりとその展開

▲ 図１ 総合的な学習の時間における「見方・考え方」

学び 授業づくりに関わる主な視点 主なポイント

主体的
な学び

・ 学ぶことへの興味や関心
を持つこと→①②

・ 見通しを持って粘り強く取
り組むこと→①③

・ 自己の活動をふり返って
次につなげること→③

学習意欲づくり

見通しづくり

評価活動 （※）

対話的
な学び

・ 子ども同士 , 地域 , 専門
家などとの対話→②③

・ 図鑑， 物語など図書資料
との対話→②③　

外部人材の活用

図書館の活用

深　い
学　び

・ 各教科等の見方 ・ 考え方
を大切にすること→①

・ 個の気付きや疑問をみん
なで共有すること→②

・ 探究のプロセスを重視する
こと→③

教科等との関連

気付きの質

思考スキル

※評価活動（ルーブリックやパフォーマンス評価など）

▼ 表１ 授業づくりのポイント
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④外部人材との関わり
⑤期待する子どもの姿
の５つとなる。
　具体的にいうと，ゴールとなる「期待する
子どもの姿」を図２に示す３つの姿とし，「命
の学習につながる導入」には，市の絶滅危惧
植物が保護され，生き物の孵化や羽化も身近
で観察できる校内の「いこいの広場の自然」
を位置付けた。そして「メインの活動」は，
いこいの広場での「ヤギの飼育」とし，食肉
や皮革といった命のつながりやヤギの行動実
験へと発展させた。「関連教科等の知識及び
技能」や「外部人材・図書資料」をイメージ
し，子ども達の社会認識を育みつつ，深い学
びへと導こうとした。
　このように，５つの視点と「構成」により，
具体的な手立てと単元のイメージが考えやす
くなった。 

 ⑵個の気付きや疑問を共有すること
　個の気付きや疑問が出やすい環境づくりに
は，飼育や栽培等の継続した観察体験と，そ
れに伴う外部人材との関わりがポイントとな
る。なぜなら，子ども達の「あれ？どうして？
なるほど！でもね！」といった大切なつぶや
きが出やすいからである。これらのつぶやき
は，個別の「気付きカード」に記述しておき，
書きためたカードを整理・分析する過程で，
深い学びにつながる気付きや疑問を共有する
ように働きかけた。
　ヤギの飼育は，最初から決まっていたわけ
ではなく，単元を通して子ども達の思いや願
いによって提案された。そこで，４月末から，
飼育目的を共通理解したうえで，飼育管理，
病気への対応等について，図書館で調べ，更
なる疑問を姫路市立動物園への取材を通して
解決した。学校長へのプレゼンで許可をもら
い，飼育場所や餌，獣医への連絡など準備を

整えた。市教委からの飼育許可も出た10月，
姫路市立動物園から２頭のヤギが到着。３月
までの６ヶ月レンタルである。実現を夢見
て，主体的・協働的に目の前の課題をクリア
してきたからこそ，子ども達の喜びもひとし
おだった。生後７ヶ月目の２頭のオスヤギの
名前は「メイ」と「ジン」。その日から毎日，

「舌を巻きながらえさを食べている」「後ろか
ら見たら，牛と同じ４つの胃があるのが分か
る」など，ヤギ小屋には，知識に基づいた子
ども達の気付きでいっぱいとなった。
　飼育に慣れ始めた
10月末，市立新宮図
書館でヤギの行動実
験に関する本を見つ
けた子どもの提案が
転機となり，次の４
つの実験を企画し
た。

【実験１】ヤギは，えさを見て判断するか，
においで判断するか（写真１）

【実験２】ヤギは，えさ置き場を理解してい
るか

【実験３】ヤギは，なぜ食べ残したえさを食
べないのか

【実験４】ヤギは，どのようにして仲間だと
判断するのか

　４つの実験結果を写真とビデオで記録し，
区分わけとしてYチャートで可視化をした。
整理した結果，嗅覚がポイントになることを
突き止めた。このように，個の気付きや疑問
を共有し，実験や考察の時間を設けることで，
子ども達の観察力は向上した。その成果は，
日々の書きためた個別の気付きシートにも表
れ，一段と質の高い気付きが具体的に記せる
ようになった。
 ⑶探究のプロセスを重視すること
　 「探究のプロセス」とは，探究活動におけ
る「課題の設定→情報の収集→整理･分析→
まとめ・表現」の４つのプロセスを指す。探
究活動では，課題解決に向けて，このプロセ
スが連続することになる。このプロセスに必
要な力は，「課題を多面的・多角的に捉える力」
や「整理分析する力」であり，それらの具現
化には「思考スキル」の活用が効果的である。
ヤギの行動実験の考察も結果を「関連付ける
こと」で，思考が深まった。
　また，探究のプロセスには，実社会の課題

▲ 図２ 「命・仁さがしの旅」プロジェクト  単元デザイン

　 ▲ 写真１ ヤギの行動実験
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に関する事実的知識の獲得が求められる。そ
こで，社会科の学習内容と関連し，『そして
命と向き合う』の単元デザインを行う。この
学習では，本市の地場産業「皮革」や「食肉」
を牛の命のつながりで捉え，命の重みや仕事
の尊さを実感させることを目的としている。
　５年生の社会科の学習内容である畜産や食
料生産，中小工場の働きなどは，牛の命の流
れ（図４）に示した繁殖農家から皮革の生産
までの流れと当てはまっていることが分かる。

　 　
　生産の工夫や課題について学習しつつ，同
時に総合的な学習の時間における人との関わ
り（繁殖農家，肥育農家，食肉センターで働
く方々，皮革工場の職人）で知り得たことを
関連させることで，子ども達は，トレーサビ
リティーやBSE検査の必要性などの具体的な
食の安全への取組や中小工場におけるものづ
くりのこだわりを深く理解することができ
た。
　子ども達の学びをつなぎ，深い学びへと促
すためには，図書資料や新聞記事の活用が効
果的である。例えば，食肉センターの職人の
思いを理解させたいときは，絵本「いのちを
いただく」を用いた。「命の重み」 「仕事の尊
さ」について意見交流した結果，「みいちゃ
ん（肉牛）の涙はよく分かる」などの発言に
ヤギの飼育や社会見学で得た体験知がよく表
れていた。
　また，社会科の公害の学習後に，東日本大
震災での原発事故による牧場主の生き方にふ
れた絵本「希望の牧場」を用いたり，世界遺
産の学習後に小笠原諸島の野ヤギ被害を取り
上げた新聞記事を用いたりした。個々で根拠
に基づいた発言ができ，命の尊さ，家畜の立
場，そして責任を持って飼育することについ
て議論できたのも，子ども達が理解しやすい

絵本や新聞記事等，体験知と関連した実社会
の事実を伝える書物や資料のおかげである。
 ⑷リフレクションを大切にして
　深い学びには，熟考する機会が重要となる。
その機会の１つとして，写真２のようにお世
話になった方や４年生を招待し，他者評価を
受ける機会を設けた。

　「メイ・ジン感謝の会」と題した成果発表
では，６ヶ月間のヤギの飼育での学びから，
テーマを決め，グループごとにタブレットで
編集したシートをもとに発表した。このシー
トづくりには，国語科で学んだ内容をもとに，
話題の提示，根拠，結論付けを意識させた。
子ども達は，集めた情報を自らで言語化する
ことで，ヤギの飼育での学びを深く理解する
ことができたようだ。何より姫路市立動物園
の飼育員による専門家の立場から，意欲的に
取り組んだ体験活動を適切に評価されたこと
が，子ども達の学びに向かう力や人間性等を
高めていくのだと実感した。

３　学びをつなぐことを意識して
　終末のふり返りにより，命と向き合うこと
や観察力など５つの力が身についたと実感し
た子ども達。資質・能力の育成には，この学
びを６年生の総合的な学習の時間にどうつな
ぐかが重要となる。学びをつないだ学習の様
子は，NHK for school「ドスルコスル」で紹
介されている。
　最後に，子ども達が成長を実感できる授業
づくりとは，主体的・対話的で深い学びを生
み出す授業だと実感している。今後も，子ど
も達と向き合い，子ども達の気付きや疑問か
ら深い学びを生み出せる授業づくりに取り組
んでいきたいと考える。

授業実践授業実践授業実践

▲ 図４ 牛の命の流れ

▲ 写真２ 成果発表
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