
尾道市立三幸小学校 

総合 令和 2年 12月 3日（木 ） 第４学年 男子５名 女子９名 計１４名 指導者 吉原明美 

単元名 

探究課題 町づくり 

町のやさしさ発見 ～福祉体験から見えたもの～ 

本単元で育成する資質・能力 「知識・技能」「表現力」「主体性・協働性」 

 

１ 単元について 

○本校における総合的な学習の時間で育成すべき資質・能力  

○体験を通して，疑問に思ったことや興味や関心を持ったことから課題を見つけ，課題の解決に必要

な知識及び技能を身に付ける。                      【知識・技能】 

○追究方法や結果の見通しを持ち，友達と協力して問題に取り組む態度を養う。 

【主体性・協働性】 

○まとめたことを発信する方法を工夫し，分かりやすく表現することができるようにする。 

【表現力】 

○活動を振り返り，自分のできるボランチィア活動について考える。          【主体性・協働性】 

○単元の目標  

人々とのふれあいや体験を通して，人々のやさしさや温かさを感じ取り，誰にでもやさしく接しよう

とする意欲を持つとともに，社会の一員として共に生きる社会を実現していこうとする態度を育て

る。 

 

【知識・技能】 

体験を通して，みんなが住みやすい社会にするためにいろいろな人々が関わり，支え合っているこ

とに気付く。 

【表現力】 

 人々とのふれあいや体験から学んだことを，３年生を対象に体験活動を取り入れて，工夫しながら

発信することができる。 

【主体性・協働性】 

 いろいろな立場の人の思いを想像しながら体験活動に参加し，自分達のできるボランティア活動を

体験から学んだこと生かし，協働的に取り組もうとする。 

（１）単元観 

 本単元においては，向島町内で活動しているボランティアグループについて知ることから,自分たちの行

っているわくわくボランティアとつなげて，ボランティアについて考える場を設定する。実際に福祉体験

をすることを通して，社会の一員として共に生きる社会を実現するために，いろいろな活動があることを

知ることができる。また，３年生を対象に福祉体験を紹介することを通して，活動に携わる人々の優しさ

や温かさについて自分の生活を振り返ったり，これからの自分の行動を見つめなおしたりするために適し

た題材である。 

 さらに本単元は，他教科等とも関連を図ることができる単元である。社会科の「住みやすい町づく

り」や国語科の「聞く・話す」学習や道徳科との関連も考慮し，児童が主体となって話し合い，自分

達ができることや発信したいことについてまとめることができる。これらの取組を通して，教科等の

学習においても主体的な活動ができると考える。 

 



（２）児童観  

知識・技能 

 １学期のボランティア活動では全員の参加があり，人のために働くことやその意義について理解が

見られる。人に対しての思いやりを持った行動も見られ，自分から進んで気付いて動ける児童も多い。

しかし，町でのボランティア活動となるとどんなものがあるのかは，ほとんど気付いていない。手話

や点字なども聞いたことはあるが，具体的にどんなものなのかは，実際に見たり，体験したりした児

童はわずかである。 

表現力 

 自分の考えと他者の考えを比べることはできるが，比べることを通して，よりよいものにしていこ

うという姿はあまり見られない。また，相手を説得するために効果的な図や表を書いたりして工夫で

きる児童もわずかである。 

 自分の言葉でわかりやすく説明したり，時と場に応じた話し方をしたりすることにも課題が見られ

る。 

主体性・協働性 

学習したことをつなげて考えたり，生活にも取り入れたりする姿が見られるようになっている。ま

た，グループで協力し，一つのことを創り上げる活動においては，活発な意見を出し合いながらやり

遂げようとする姿が見られる。また，新しいことに興味を持って取り組むことができ，難しいことに

もチャレンジする姿が見られるようになってきている。 

（３）指導観  

知識・技能 

・ボランティア活動を調べ，向島町内で活動しているボランティアグループの方の話を聞いたり，実

際に体験することで，ボランティアの意義やボランティアに携わる人々の努力や苦労に気付かせる

ようにする。 

表現力 

・ボランティアグループの方の話を聞いたことから，質問や感想を伝えることで，時と場合に応じた

話し方についてコミュニケーションの大切さについて考えさせる。 

・前年度までの発表資料や交流場面を活用し，自分たちの伝えたいことを理解してもらうためにどの

ような資料や発表の仕方が効果的か考えさせていく。 

主体性・協働性 

・交流場面で福祉体験を思い出させ，相手意識を持って話し合いができるようにしていく。自分たち

が体験から学んだことを伝え合うことで，よりよい内容や表現方法を見つけさせ，活動発表に活用

させていく。 

・ルーブリック表を活用し，どのような力をつけていくのかゴールイメージを持たせることで，体験

活動で学んだことを自分たちの生活に広げさせていく。 

 

２ 指導と評価の計画 

（１）評価規準  

知識・技能 表現力 主体性・協働性 

福祉体験を通して，いろいろな

ボランティア活動があること

や，ボランティア活動に携わっ

ている人々の努力や苦労に気付

いている。 

福祉体験で学んだことを資料や

体験活動を取り入れながら，３

年生に分かりやすく伝えようと

している。 

自分や友達の考えを交流し，そ

れぞれのよさを生かして，交流

活動を進めようとしている。 

 



（２）単元の計画（全２５時間） 

【知・技】:知識・技能【表】：表現力【主・協】：主体性・協働性 

学習活動 評価規準【観点】（評価方法） 

自分のボランティア活動を振り返ろう 

課題の発見・設定（２） 

三幸小学校で行っているわくわくボランティアについて

自分達の活動を振り返り，ボランティアとは何かを考える。

（知っているボランティア活動） 

向島町内で活動しているボランティアグループについて

知り，活動内容やどんな思いで活動しているのか，調べたこ

とをどのように活用していくのか活動計画を立てる。 

【主・協】 

知っていることや疑問に思ったこと

を記録したり発表したりしている。

（観察・ワークシート・発言） 

【知・技】 

発見したことや疑問に思ったことか

ら，見通しを持って学習課題を作っ

ている。 

（観察・ワークシート・発言） 

町 の や さ し さ を 発 見 し よ う 

情報の収集・整理・分析Ⅰ（３） 

ボランティアについて調べる。 

・手話・点字・車いす・点字ブロック介助・朗読について，

本やインターネットで調べる。 

・わくわくボランティアの活動について，児童会役員や各学

年にインタビューを行い，どのような思いで取り組んでい

るのか情報収集をする。 

【主・協】 

人々とのふれあいや体験に関心を持

ち，グループで協力して人々や町の

やさしさを発見しようとしている。 

（観察・学習ノート・発言） 

【知・技】 

自分で情報収集する手段を考えてい

る。（発言） 

【表】 

ボランティアに関する必要な情報を

収集することができる。 

          （学習ノート） 

情報の収集・整理・分析Ⅱ（３） 

グループごとに活動の計画を立てる。 

・体験活動を通して分かったことや考えたことを３年生に向

けて発表することを知り，活動に見通しをもつ。 

・活動の内容・調べる方法・まとめ方について話し合う。 

・準備物・担当を決め，活動計画を表にまとめる。 
 

 

【主・協】 

グループごとに話し合って，疑問に

思ったことから見通しを持って，調

べる計画を立てている。 

（観察・学習ノート・発言） 

【表】 

グループごとに交流会を持ち，活動

計画を作成することができる。 

（ワークシート，発言） 

情報の収集・整理・分析Ⅲ（３） 

グループごとに活動する。（福祉ボランティア体験） 

手話グループ 

（ボランティアの人へのインタビュー・手話の歌を覚える。） 

点字グループ 

（ボランティアの人へのインタビュー・点字で文字を打つ。） 

車いすグループ 

（ボランティアの人へのインタビュー・実際に車いすに乗っ

たり押したりする。） 

【知・技】 

インタビューなど適切な活動を通し

て，必要な情報を集めている。 

（観察・学習ノート） 

【主・協】 

自分のきめたテーマに基づき,ＧＴ

と積極的に交流を図ることができ

る。 

（観察・学習ノート） 

 



介助グループ 

（ボランティアの人へのインタビュー・白杖を使って歩行・

食事の介助） 

朗読グループ 

（ボランティアの人へのインタビュー・発声の仕方や実際の

朗読を聞く。） 

 

情報の収集・整理・分析Ⅲ（４） 

活動をまとめよう。 

・見つけたやさしさや気付きなどをもとに，グループの発表

テーマを決める。 

・グループごとにと発表方法について話し合う。  

【表】 

GTに聞きたい内容や体験活動を通し

て生まれた疑問そして，活動をしな

がら日頃思っておられることを聞き

取って，まとめている。     

（観察・ワークシート） 

【主・協】 

学習記録をもとに，これまでの学習

活動を振り返っている。    

（観察・ワークシート） 

見つけた町のやさしさを伝えよう 

表現（８） 

グループごとに見つけた町のやさしさを発表する計画を立

てる。 

・発表の準備や練習をする。 

 

・お互いの発表内容を交流する。（本時22/25時間） 

 

・３年生に学んだことを発表する。 

 

 

【主・協】 

調べて見つけたやさしさを，グループ

でまとめる。 

（観察・ワークシート・発言） 

【知・技】 

伝えたい内容や方法についてグルー

プで 

話し合って分担などを決めている。

（観察・ワークシート・発言） 

【表】 

相手にわかりやすく発表したり,友

だちの思いや考えを自分と比較した

りしながら聞くことができる。 

（観察・学習ノート・発表資料） 

まとめ・振り返り（２） 

・体験活動を通して関わった人たちの思いについて知り，地

域に自分がどのように携わっていくかを考えて文章にま

とめる。 

【表】お互いにとってやさしい町にす

るために自分ができることを文

章にまとめている。（作文） 

 

３ 本時について（２２／２５時間） 

（１）本時の目標 

  グループごとにまとめた内容を交流し，向島スタンダードやルーブリックの表現力を目指して，そ

れぞれの改善点を見出すことができる。 

（２）本時で育てる資質・能力 

【表現力】３年生に伝えたい視点を明確にし,そのためにどのような発表内容にしたらいいか相手意識 

を持って改善点を見出すことができる。 

 

 

 



（３）学習の展開 

○学習活動 

主発問 

・児童の反応，思考 

○指導上の留意点 

★課題のある児童への手立て 

【評価規準（評価方法）】 

１ 課題把握  

○本時の活動のめあてを確認する。 

 

 

 

・朗読サークルの方から,みんなの朗読 CDの感想

を教えてもらったね。 

・二分の一成人式では,手話サークルの方に来て

いただいてまた歌の手話を教えてもらうね。 

・朗読で学んだことが普段の生活や授業でも役立

つよね。 

○向島スタンダードやルーブリック表から，自分

たちが目指す発表について目指す姿を確認さ

せる。 

○探究の過程のどこに位置しているかを確認し，

本時で特に育成を目指す資質・能力について児

童と共有する。 

★体験を通して３年生に伝えたいことを確認さ

せる。 

 

２ グループ交流 

○グループごとの発表を聴き合い,意見交流をす

る。 

➀ 聴く視点を確認する。  

② 工夫している点と改善点をアドバイスする。 

③ 共通した課題についてまとめ，今後どのよう

な練習をしたらいいか話し合う。 

★３年生に伝えたい内容を意識し，どのような発

表を目指していくのか確認する。 

○良い点や工夫している点を交流し，今後の練習

方法について助言する。 

３ 全体交流 

○グループで話し合った内容を意見交流する。 

・内容が具体的になって３年生にも理解してもら

えると思います。 

・自分たちがしたことを通して,３年生にしてほ

しい内容が新たに加わっていたのがいいと思

います。 

・学校生活の中でも取り組める内容も取り入れた

らもっといいと思います。 

○今までの発表内容と比較し，どんなところが良

くなったか，全体に伝えるように指示する。 

★グループで共通した課題がないか比較させる。 

 

４ まとめ 

○グループや全体交流の意見を参考にして，グル

ープの改善点について整理する。 

○改善点をワークシートにメモしたり，どのよう

に改善したらいいか確認したりして，発表会ま

でに練習しておくように助言する。 

 

【グループ発表について交流し合い，３年生への

発表会に向けて改善点を見出すことができる。 

（ワークシート，行動観察）】 

５ ふりかえり 

○ワークシートに本時の活動の振り返りを書く。 

○次時の見通しをもつ。 

○友達からの参考になった意見や自分の朗読の

自己評価を書かせる。 

 

 

３年生への発表会に向けて,各グループの発表

を交流し,改善点を伝え合おう 



（４）板書計画 
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《相手に伝えたいこと》 

☆福祉体験活動から学んだこと 

（町のやさしさについて発見したこと） 

☆３年生に取り組んでもらいたいこと 

《学習の進め方》 

○グループ交流 

 

○全体交流 

 

○改善タイム 

 

○ふりかえり 

○め３年生への発表会に向けて,各グループの発表を交流し,改善点を伝え合おう 

 



 

 

ゲストティーチャーとの連携 

 

９月１８日（金）３・4時間目  福祉体験活動（手話・点字・朗読・介助・車いす） 

 

１０月２０日（火）３・４時間目 朗読サークル 

 ・言葉の練習・・・５０音，鼻濁音など 

 ・朗読の録音練習・・国語科「ひとつの花」児童一人一人が読む場所を決めて練習しておく。 

           実際に仮録音し，自分の朗読を聞く。 

           サークルの方からアドバイスをもらう。 

 

１０月２７日（火）３時間目  録音本番 

 

録音したＣＤは，朗読サークル「ともしび」の方が視覚障害者の方へ送り，感想をいただく。 

普段の活動の反応から，感想をくれる方は一人のみ。 

 

実際に視覚障害者の方から反応をいただき，児童で次の活動を考える。 

 

児童の具体的な活動（14人を 3グループか４グループに分ける） 

 

①「〇〇なときに聞く詩」という設定で児童に考えさせる。 

 

例 

雨の日に聞く詩 

たいくつなときに聞く詩 

明るい気分になりたいときに聞く詩 

夜ねるまえに聞く詩 

 

②設定にあう詩を選ぶ 

＊物語になるとグループでは大変なので，詩を選択させる。 

 

③朗読の練習をする。 

 

④朗読をグループごとに交流する。（本時の活動内容） 

 

⑤録音をして，視覚障害者の方へ届ける⇒感想を聞く 

 

⑥視覚障害者の方への相手意識を持った活動を通して，自分にできる福祉活動についてまとめる。 

 

 


