公開授業②（9:50～10:35）

令和 2(2020)年 2 月 8 日(土)
場所：６年２組教室

第６学年

未来そうぞう科学習指導案
第６学年

１．単元名

山脇

美穂

Ｃ領域「 校庭キャンプ de 発見 」

２．研究主題

未来を「そうぞう」する子どもを育成するためのカリキュラム開発
(1)単元について
現在の日本は，ものが豊かにあり，科学技術も日々進歩している。ものの豊かさや科学技術は，私たち
の生活にとって，今やなくてはならないものとなっている。そして，子どもたちが大人になった時，さらに
便利でものが豊富にある時代は続いていくと考えられる。しかし，便利さやものの豊富さだけが，人々に心
の豊かさや，幸せをもたらしてきたわけではない。例えば，生活にかかる時間を短縮する乗り物や道具が開
発されてきたが，空いた時間全てが自分の時間になっているとは言い難い。むしろ，昔と今では，心の余裕
がないのは，今の時代の方ではないかと思われるくらいである。
６年生の未来そうぞう科Ｃ領域は，Ａ領域「ＬＩＦＦ」において実際に無人島開拓されている方をゲスト
ティーチャーとして呼び，火おこし体験や空き缶活用体験をしたことをきっかけに取り組みが始まった。
「災
害時にも役立つものになるかもしれない。」と防災グッズの作成や校庭キャンプの企画を通して，ものが十
分にない状況でもよりよく過ごすためにはどのような見方・考え方をもつべきかを考えてきた。１つ１つの
活動が普段の生活とは違い，試行錯誤し，友だちと協力する中で形になっていくものばかりだった。校庭キ
ャンプの実施に至るまで，部署ごとに仲間と意見を出し合い，考えたことを実践する場の積み重ねがあった。
徐々に見方・考え方が広がり，より快適に楽しく過ごすために自分たちの力でもできることがあると気づき
があった。経験後，科学技術の発展に感謝する心が生まれたり，これまでの経験や学習をつなげ何かを生み
出すことや心の豊かさをつくりだしたりすることが自分たちにもできるということ実感している。このよう
に，物事をじっくりと考え，根拠をもとに判断し，相手にわかりやすく伝える力は，ＡＩやロボットの苦手
とする分野である。10 年後の社会を生きる子どもたちが必要な自分の考えを主張するだけでなく，考えの
違いを認め，よさを受け入れ，新たな考えを創造しようとする姿勢を身につけることを目指す。
(2)単元の目標
【そうぞう的実践力】
・社会や環境がもつ課題について，多角的・多面的に捉えながら，課題を解決する方法を考えることができ
る。
・自他の考えを比較したり，関連づけたりして，新たな意味や価値を見出すことができる。
・よりよい未来に向けて思考してきたことを，見通しをもって実践することができる。
【 主 体 的 実 践 力 】
・自ら進んで調べて考え，未来の社会や環境のため
に，積極的に活動に取り組もうとしている。
・社会や環境がもつ課題について自分事と捉え，課題
解決に向けて考え続けることができる。

【 協 働 的 実 践 力 】
・グループ活動の中で積極的にお互いの良さを認め合
いながら，よりよい考えを作り出そうとしている。
・自他の考えを尊重し，協調しながら，課題解決に取
り組むことができる。

(3)そうぞう的実践力を高める手立て
①児童の願いや思いを大事にした学習活動の中で，同じ学びのプロセスを繰り返すことにより，そうぞう
的実践力を高めることにつながる。
②１つの単元を他教科とつなげて考えることで，さらに視野を広げたり深めたりして考えることができる 。

評価

３．指導計画（全 28 時間 本時 26 時間目）

学習活動・子どもの意識
問題意識
１．
「働く」について考える。Ａ

☆手立て

★視点

学びの

イメージ力

クリエイト力

レジリエンス

プロセス

考えてみる

やってみる

最後までやり抜く

自己との対話

好きなことを仕事にしている人って一握
りかもしれない…でも、これからの時代

☆イメージマップを用い
る。
★ 過 去の 経 験を思 い出
「 働 く」 意味 や 価値を
考えている。

は自分の好きなことを仕事につなげられ
る方がいいかもしれない。
お金のためだけに働くって続くのかな。
今の自分の好きなこととか興味のあるこ
とがつながっていけば理想だな。
我慢する力も必要になりそう…。

２．キッザニア甲子園

Ａ:春の遠足

自己との対話

興味がある仕事を最初にしてみよう。
やってみたいお仕事が見つからないな。
友だちに誘われた…やってみようかな。

３．
「働く」×「これからの自分」に

未来タイム

ついて考える。Ａ
初めて体験して、みんなの前にでてパフ
ォーマンスをすることを楽しめる自分に

☆子どもの視点の広がり

☆子どもの視点の広がり

や，意欲につながる声
かけをする。
★想像していた仕事内容
と実際の体験内容を比

や，意欲につながる声
かけをする。
★これからの自分と興
味・関心を関連づけな

較している。
☆子どもたちの気づきを
価値づけしたり，キッザ
ニア甲子園での姿を具
体的に子どもたちに返

がら様々な仕事を体験
している。

したりする。
★キッザニア甲子園での
経験をもとにこれから
の自分について考えて

気づけた。意外だ。
自分の時間を社会のために使って、お金
を生み出すって、思っていた以上に大変
なことなんだな。

いる。

キッザニアに行く前と後では、「働く」に対
する考え方が変わってきたな。自分をもっと
知って、よりよい社会参画の仕方を見つけ
ていきたいな。

４．ゲストティーチャーの話を聞く。
無人島経営：田中崇丈さんＡ,Ｃ

情報の収集

無人島に行きたい。無人島キャンプをし
てみたい。

整理・分析
課題に直面

無人島を人が楽しめるように提供するお
改善・発信

仕事って…一体どんなお仕事？

☆ゲストティーチャーの話
の中で出てきたキーワ
ードを視覚化する。（思
考ﾂｰﾙ）
★ゲストティーチャーの話
を過去の経験と結びつ
けている。

身の周りにあるものの見方を変えるだけ
で、便利なものに変わった！びっくり！
ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ体験をしてみたいな。できるかな。

５．未来ｄａｙ➊

☆子どもたちがやってみ

火おこし・空き缶
整理・分析

６．身近にあるものからできる防災
グッズについて考える。
７．未来ｄａｙ➋

☆イメージが生まれやす
いように，掲示物を用
意する。

たい。できそう。というこ
とから始める。
★過去の経験や教科で
の学びを関連づけなが
ら友だちと協力して

☆それぞれの考えからよ
りよくなるように，全体
に返す場や参画の場を

★「もしもの時」をイメー
ジして，身近なものの
活用方法を考えてい
る。

様々な方法で火おこし
に取り組んでいる。
★過去の経験から改善
点を見いだし，取り組ん

設定する。
★一度考えた方法が上
手にいかなくても，何度
も見方・考え方を変えな

情報の収集

活用チャレンジ。

課題に直面

火おこし・サバ

改善・発信

イバル再チャレンジ。
この前、火おこし成功できなかったから、も
っと時間をかけてやってみたいな。食べ物も
焼きたいな。
自分たちでろ過装置をつくって，試してみよう。

イメージ通りにはいかないな。

未来タイム

でいる。

がら取り組み続けてい
る。

８．校庭キャンプに向けて①

☆イメージが生まれやす
いように，掲示物を用

目的・

体験後，生まれる見方・考え方
できるだけ自分たちの力で計画を立てた
り，準備をしたりした方が達成感があり
そうだね。

９．ゲストティーチャーの話を聞く。

情報の収集
整理・分析
課題に直面

無人島経営：梶かいとさん
キャンプはしたことはあるけど、無人島

改善・発信

で生活するのもそれと同じ感じ？

意する。
★過去の経験や知識から
校庭キャンプをイメー
ジし，生まれる見方・考
え方を考えている。
☆ゲストティーチャーの話
の中で出てきたキーワ
ードを視覚化する。（思
考ﾂｰﾙ）

☆ゲストティーチャーの話
の中で出てきたキーワ
ードを視覚化する。（思
考ﾂｰﾙ）

★校庭キャンプについて
過去の経験や教科で

★実現するであろう校庭
キャンプをイメージして，

の学びを関連づけてイ
メージしながら聴いて
いる。
☆具体的に活動が進むよ
うに，参画を何度か設

考えたことを質問してい
る。
☆具体的に活動が進むよ
うに，参画を何度か設定

★課題解決に向けて，試
行錯誤しながらアプロ

定する。
★過去の経験や教科
での学びを比較・分
類しながら関連づけ

する。
★役割分担しながら，校
庭キャンプがよりよくな
るように進んで準備を

ーﾁし続けている。
☆何度も挑戦する子ども
の姿を価値づけする。
★その場面場面で起こっ

て必要な役割につ
いて考えている。
☆新しい見方・考え方
に発展するように声

進めている。
☆失敗から見えてくるも
のもある と子どもたち
と一緒に考えてみる。

た課題に対して，多角
的・多面的に捉えて解
決策を見いだそうと取
り組み続けている。

かけをする。
★その場にあるもの
で，課題解決に向け
て何ができそうかこ
れまでの経験や教

★イメージしたことに対し
て見通しをもった上で取
り組んでいる。

こういう風に使えるアイディアをもって
いると災害時にも役立ちそうだね。

10.～18．校庭キャンプに向けて
②～⑩（９時間）

情報の収集
整理・分析
課題に直面
改善・発信

19．校庭キャンプ（11/22－23）

情報の収集
整理・分析
課題に直面
改善・発信

20．校庭キャンプをふりかえる。

未来タイム

科での学びから見
いだそうとする。
☆子どもたちの価値づ
けの視点や気づき
が広がったり，深ま
ったりするように，リ
アルボイスブースを
設定する。
★校庭キャンプでの出

☆進むべき方向を全体で
共有する場を設定する。

☆思いを共感しやすいよ
うにグループを意図的

☆子どもたちの価値づけ
の視点や気づきが広が

に分ける。
★校庭キャンプでの過ご
し方を多角的・多面的
に捉え，交流している。

ったり，深まったりするよ
うに，リアルボイスブー
スを設定する。
★校庭キャンプをふりか
えり，意味づけ・価値づ

来事を多角的・多面
的に捉えている。

けができている。

21.～24．
「豊かに生きる」について考え
る。➀

25．
「豊かに生きる」について考え

情報の収集
整理・分析

未来タイム

る。➁

改善・発信

26．27．考えてきたことを発信する。
（本時）
28．自分にできること・大事にしたい
考え方について考える。Ａ

自己との対話

☆具体的なイメージをも

☆考えられそうな状況を

つことができるように，
映像や写真を見せる。
★これからの社会と自分
とつなげて捉え，自分

共有する場を設定する。
★自分たちができること
を考え実行している。

ができることを考えて
いる。
☆視点が広がり深まるよ
うに，様々な方の意見を
聴くことができる場を
設ける。
★視点を広げて多角的・
多面的に考えている。

☆リアルボイスブースを

☆発信する目的を確認す

設定する。
★相手にとって意味や価
値のある発信になるよう
に，改善点を見出した
り，視点を広げたり深

る。
★過去の経験やこれまで
の学びに自分の思いや
考えを合わせて発信し

めたりして捉えている。
☆発信する目的を確認す
る。
★相手意識をもち，相手

ている。

とのやりとりの中で，自分
の考えを捉え直している。

