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１ 基本的なねらい

（ とまちっ子ボランティア隊 ）を通して、

次のような力を育てる。

☆課題の解決に向けた見通しを持って計画を立て、必要に応じて修正しながら実践する力

（探究的な学習プロセスによる課題解決力）

＜PISA型読解力の視点から＞

○ボランティアについての情報を、自分たちの考えた方法で 収集するなどの情報を

収集する力 （情報の取り出し）

○集めた情報を必要に応じて整理したり分析したりする力 （解 釈）

○各自の分析をもとに意見を交流し、自分の考えを見直し、課題の解決に向けて考

えた方法を修正したり、新しい方法を考えたりする力 （熟考・評価）

○考えた方法を友だちや地域の人たちと協力して実践する力 （表現）

＜言語活動の充実・コミュニケーション能力の視点から＞

○集めた情報を整理して、他者にわかりやすく伝える力

（in 読む、out 書く、out 話す）

○自分たちの計画を地域の人たちに適切に説明する力（out 書く、out 話す）

○友だちや地域の人たちの話を、目的に応じて聞き取る力（in 聞く）

○友だちの話を聞き、友だちの考えや発言をもとに自分なりの意見や考えを話す力

（in 聞く、out 話す）

（INPUT と OUTPUT のバランスの重視）

＜道徳教育の視点から＞

○自分の役割を自覚して、責任を持って行動する力（１－（１）、（２））

○他者と協力する態度（２－（３）（４））

○地域をよりよくするために、地域の活動に積極的に参加する態度（４－（２）（５））

＜他教科等との関連の視点から＞

国語：学級新聞をつくろう、メモをもとに報告文を書こう

社会：インタビューの仕方

＜思考ツールの活用について＞

○まずは思考ツールの使い方を示して子どもとともに活用し、その使い方やよさを実

感させるようにする。

○目的や状況に応じて必要な思考ツールを選択・活用できるようにする。

Ⅱ 実施時期および実施時間数

（１）実施時期 （２）実施時間数

（６）月～（１２）月 （ ４０ ）時間
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Ⅲ 学習を実施する際のキーワード

１ 思考と行動の繰り返し

課題解決のために考えたことを、とにかく行動に移していくことを基本とする。

その際、失敗が予想される場合においても教師は具体的な指示をせずに、複数の

方法をアドバイスするなどして、決定は児童の主体的判断にゆだねる。

２ 失敗や躓きの克服

失敗や躓きを乗り越える場こそ、子どもたちが主体的に学ぶ場であることから、それ

らの場を意図的に設定するよう工夫する。ただし、子どもたちにとって、試行錯

誤していけば乗り越えられる高さの壁に設定する必要がある。

３ 地域との協働

「地域のために」から始まり、「地域とともに」活動し、最後には自分たちの成長を実

感できるよう留意する。それにより、地域社会としての自覚が高まり、高学年

となった折に、全校のみんなのために活動していこうとする態度が培われていく。

４ 達成感・成就感の実感

上記１～３を踏まえた活動を実施していけば、最終的に達成感や成就感を味わ

うことができる。その体験は、自分に対する自信となり、いわゆる「自己有用感

」や「自己存在感」を高めることができる。
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Ⅳ 活動の流れ（概要）

ステップ１：客体から主体へ

ステップ２：自分たちなりのイメージを持って

ステップ３：イメージを行動へ

ステップ４：自分（たち）の力を確かめて

上記の４ステップは探究的な学習の流れの基本形であり、決められた流れではない。従って、ス

テップ２とステップ３が往復したり、ステップ４からステップ２へ戻ったりと、実際の活動に応じ

て柔軟に繰り返される必要がある。―探究的な学習のスパイラル―

教師が提示した事象に対して客体である子どもたちを、学習活動の主体に導く過程である。

そのためには、子どもたちの興味関心を踏まえながら、実態に応じたアプローチ、探究心や挑

戦心を刺激するアプローチをする必要がある。課題を自分のものとして引き受けた段階が「客

体から主体へ」変化した段階ととらえることができる。

イメージとしては、はじめは教師が子どもたちの前で引っ張る立ち位置から、子どもたちの

後方から背中を押していく位置へと移動することになる。そのタイミングが重要となる。

この段階が、総合的な学習の時間における教師の重要な出番である。

課題を意識した子どもたちに、その解決の方法を自由な発想で考えさせ、計画を立てさせる

段階である。そのために、子どもたちは様々な情報を収集し、整理・分析していく。

この段階では、書籍やインターネット等の情報だけでなく、五感を通した情報の収集を重視

しなければならない。また、子どもたちが用いる情報収集の方法や、立てる計画が未熟であろ

うとも、できるだけ見守り、失敗や躓きを経験させるように留意する必要がある。

なお、情報の収集は整理・分析を経て再度繰り返される必要がうまれる場合もあるが、その

ようなことに子どもが気づき、主体的に活動していくことがとても重要である。

自分たちが立てた活動計画を実践する段階である。この段階から具体的な行動（体験活動）

が行われる。その際、様々なトラブルが起こることも予想されるので、リスクマネジメント、クライ

シスマネジメントの両面から危機管理をしていくことが教師の役割である。しかし、そのために子ど

もたちのダイナミックな活動が制約されてしまうと、活動自体の達成感が薄れてしまうので留

意しなければならない。

活動の成果を実感すると共に、活動を自分なりに見つめ直し、評価する段階である。子ども

たちが最終的に達成感や成就感を実感できるようにすることが教師の役割となる。そのためには、

教師だけでなく、ともに活動した人たち等の声を子どもたちに届けることが大切となる。

また、探究活動のプロセスの中で気づいたことや学んだことを冊子にまとめる等しておくと、

以後の総合的な学習の時間の資料となる。（ポートフォリオの活用）



○失敗やつまずきを予想して、「学び」の場として生かす。

○集団での協同的な学習の機会を意図的に仕組む。

○思考ツールを積極的に活用し、使い方に慣れさせるとともに、目的に応じた思考ツール

の活用を目指す。

Ⅳ 単元プラン(活動計画)

１，単元名 「とまちっ子ボランティア隊」

２，目 標

A：他者や社会との関わりの視点

ボランティア体験を通して、他者と関わり、自分たちも役に立っているということを感じると

もに、自分たちができることに友だちと力を合わせて挑戦しようとする態度を育てる。

B：学習方法の工夫の視点

活動の振り返りにおいて、自分たちの活動でうまくいったことや課題を整理分析し、次の活動

に生かすことにより課題解決の方法を身につける。

C：自己を見つめる視点

ボランティア体験をすることにより、人との関わり方を学び、自己有用感を高め、日常生活に

生かそうとする態度を育てる。

３，指導の立場

（１）児童及び学習対象について

① 総合的な学習に関する全体的な傾向

３年生の時に「ひじきスイーツづくり」でおいしいスイーツにするため、繰り返し探究しな

がら学習を進めてきた経験から、総合的な学習の時間に対してとても意欲的である。また、「山

忠」からひじきを広めたことに対する感謝状をもらったことも大変自信になっており、さらに

人のために役に立つことをしたいという気持ちを持っている子どもが多い。

② 他者や社会との関わりの視点から

４年生になり、社会科の学習などを通して、地域の安全を守る人の学習や、そこに自分たち

も関わっていくことができるということを学習してきている。ボランティアは、自分の意志で

人の役に立つことをする活動である。さらに社会に関わっていきたいという関心が高まってい

るので、子どもたちにとっては興味の持てる学習対象であると考える。

③ 学習方法の工夫の視点から

今回の活動は、４年生になって初めての総合的な学習の時間の活動である。３年時の経験か

ら、情報の収集の仕方や整理、分析の段階での思考ツールの使い方などは経験があると思われ

るので、これまでの経験を生かした方法を活用するとともに、さらに目的に応じた思考ツール

を教師側から提示しながら、学習を進めたい。自分たちの活動が価値あるものであったかを整

理分析し、思考ツールを使って明らかにしていきたい。

④ 自己を見つめる視点から

ボランティア活動を通して、他者や地域とのつながりを考え、自分ができることを行うこと

で「自分たちも誰かの役に立つことができた」という有用感や達成感を感じることができると

考える。活動を振り返る中で、うまくできた部分や課題に残ったことを整理し、さらに次の活

動へつなげたい。

（２）指導について

①活動全体を通した留意点



②人と関わり、地域とつながるための工夫

本単元を通して、最も大切にしていきたいことは、人やことに多く関わるなかで、そこに様々

な人の考えや思いがあることを知り、自分たちが「ボランティア」体験をすることによって、相

手に喜んでもらえたのかを考えることである。その結果、少しでも自分たちが役に立つことがで

きたと感じることができたならば、大きな自信や達成感を感じることができるであろうし、この

体験をきっかけとして、さらに繰り返しボランティアを通し、人や地域に対して積極的に関わっ

ていこうとする意欲につながるのではないかと考える。

③探究的な学習プロセスの構成

ア 課題設定の工夫

今回の活動では、まず自分自身が学校生活、家庭生活、健康、表現、思いやり、遊びの６観点

で考えて「しあわせ」に暮らしているのかを振り返らせるところから始めたいと考える。そして、

自分がここまで成長してきた中には、どれだけの人に支えられてきたかを考え、感謝の気持ちを

持つと同時に、自分も誰かの支えになれるのではないかと考えるところから、ボランティアにつ

なげたい。ボランティアという言葉については、漠然と知っているように思われるが、詳しく調

べていくといろいろな形があり､その中で自分たちができそうなこともたくさんあることに気づ

くと思われる。子どもたちの意欲を引き出すため、どんなボランティアに取り組むかは、できる

だけ話し合いにおいて決めさせていきたい。また、実際に活動を行ったあとの振り返りの中で、

良かった点や課題について話し合い、さらにできるボランティアはないか次の活動に生かせたら

よいと思う。

イ 情報収集の工夫

自分たちにできるボランティアにはどのようなものがあるかを探す段階では、身近な人に聞き

取りをしたり、図書室の本で調べたり、インターネットを活用したりして情報を集めさせたい。

具体的な活動に入る前に「どんなことができるのか」を考える段階では、実際に施設で働いてい

る人に電話等でインタビューして聞き取り活動を行う。

ウ 整理、分析の工夫

３年生ですでに、いくつかの思考ツールを使う経験をしているが、まだ自分たちで目的にあっ

た思考ツールを選択して使うことはで難しいのではないかと考える。そこで、班ごとに集めた情

報から、どのボランティアに取り組むかを決定するため、座標軸を用いて分類させたい。すぐで

きるボランティアであるか､時間がかかるボランティアなのか、自分たちにとってやりたいボラン

ティアなのか、そうでないのかの軸を使って焦点化させて考えさせたい。振り返る段階では、う

まくいった部分と課題として残った部分を評価して整理し、さらによい活動にするにはどうした

らよいかを考えさせていきたい。また、目標に照らし合わせ、振り返りカードや施設へのアンケ

ートを行い、自分たちの活動の評価に生かしたい。

エ まとめ・表現の工夫

自分たちの体験をまとめ、次の活動に生かすため、新聞、模造紙にまとめ、記録させていきた

い。個人でまとめるのか、班でまとめるのかを含め、方法を提示しながらまとめさせたい。その

中で、家の人に知らせたり、発表したい等の希望が出れば、それも認めていきたい。

④自己のよさに気づかせるための工夫

自尊感情が低く、何事も消極的な児童に他者との積極的な関わりを求めていくことは、大変厳

しいことのようにも思えるが、活動していく中でその子なりに学びが見て取れる場面を、教師が

見つけ子どもに直接伝えたり、全体に知らせる等の「その都度評価」を行い、積極性を引き出し

ていきたい。子ども一人ひとりの状況をふまえ個人内評価を重視していきたい。また、班での振

り返り活動の中でも、お互いにがんばった点を相互に認め合う場をつくっていきたい。



４，活動の流れ
活 動 の 流 れ 〈思考ツール〉 つけたい力

Step1 活動全体を通した課題をつかむ段階

・自分の生活を振り返り、自分のしあわせ度をチェックし、よりよ
い生活を送るにはどのように改善したらよいか考える

〈レーダーチャート：分析〉

Step２ ボランティア体験１

・調べた情報の中から、実際にできそうなボランティアを決定す
る。

・自分が成長してきた過程で自分を支えてくれた人たちの存在に気
づき、感謝の気持ちを持つとともに、人を支えることのできる自分
にも気づく。

ゴミ拾い、高齢者とのふれあい、幼児とのふれあい、体の不自由

全
体
課
題
設
定
（
４
）

課
題
設
定
（
３
）

・ボランティア活動にはどのようなものがあるか、聞き取り、本、
インターネットなどを活用して調べる。

B－３：視点を決めて
比較する。

B－２：聞き取りやイ
ンターネット等から情
報を集める。

A－３：対象のおもし
ろさに気づく

とまちっ子ボランティア隊をつくって,いろんな人
にしあわせを届けよう

人とのつながりを考えよう

自分たちにできるボランティアにはどんなもの

があるのだろう。

わたしのしあわせ、あなたのしあわせ

ボランティアって何だろう

A－２：協力して整理する。

〈座標軸：焦点化〉

・保育園でどんなボランティアをしたらいいのかな。
・どうやって調べたらいいかな。
・保育士さんにインタビューしてみよう。
○準備
・クラス分け・あそびの計画・制作物の計画・持って行く物等

○ボランティア体験１の活動を行う
・班ごとに活動する。

〈PMI：評価〉
・振り返りカードに記入して振り返ろう
・保育園の子どもたちや先生の声も聞いてみよう
・課題をクリアするにはどうしたらよいかな
・次の活動に生かせることは、どんなことかな。

B－２：必要な情報を
インタビューで集め
る。

C－２：活動を振り返
り成果や課題を見つめ
る。

表
現
（
３

B－４：相手や目的に
応じていろいろな方法
で表現しようとする。

ゴミ拾い、高齢者とのふれあい、幼児とのふれあい、体の不自由
な人の手伝い、収集、募金等

情
報
収
集
（
４
）

A－３：友だちと協力
し、積極的に関わる

整
理
・
分
析
（
２
）

・実際に行った活動の良かったところ、課題、楽しかったところを
班ごとに話し合い、まとめる。

保育園でボランティアをしてみよう

自分たちの活動の振り返りをしよう

次の活動に生かすために、記録に残しておこう。



Step３ ボランティア体験２

・相手が本当に必要としているボランティアを考えよう。
・身近にも自分たちでできるボランティアがあるのではないかな。

〈座標軸：焦点化〉

・高齢者施設でどんなボランティアをしたらいいのかな。
・高齢者施設のことや高齢者の生活を詳しく調べよう。
・本、インターネット、電話でのインタビューなどで必要な情報を集める。

○準備
・喜んでもらうにはなにをしたらいいかな。
・合唱、劇、お話、肩たたき、手品、折り紙など

○ボランティア体験２の活動を行う

〈PMI：評価〉
表
現

情
報
収
集

整
理
・
分
析

・実際に行った活動の良かったところ、課題、楽しかったところを
班ごとに話し合い、まとめる。

C－２：活動を振り返
り成果や課題を見つめ

B－２：必要な情報を
適切な方法で集める。

A－３：友だちと協力
し、積極的に関わる

３
）

で表現しようとする。

B－３：視点を決めて
比較する。・役立ち度大小、できそう、できそうにないの軸でもう一度ボラ

ンティアを見直す。

課
題
設
定

・自分たちが行ったボランティア活動について、新聞や模造紙に
まとめ、活動の記録を残す。

前回の課題を生かして、もう一度ボランティアに

取り組んでみよう。

高齢者の方たちを訪ねボランティアをしてみよう。

自分たちの活動の振り返りをしよう

〈PMI：評価〉現

B－４：相手や目的に
応じていろいろな方法
で表現しようとする。・自分たちが行ったボランティア活動について、新聞や模造紙に

まとめ、活動の記録を残す。

記録に残しておこう。



５ 本時案（ １３／４０時間）

（１）本時のねらい

（２）展開 （ ４５分 ）

学習活動と予想される子どもの考え ○具体的な支援●付けたい力

○前時までの活動を思い出す。

○各班から挙げられた課題について確認する。

うまくいった点 うまくいかなかった点

・なかよくできた。

・やさしくできた

・「楽しい」といってくれた。

・本を読んであげた。

・喜んでくれた。

・話しかけることができた。

・何をしていいかわからなか

った。

・準備が不十分だった。

・話しかけられなかった。

・あまり遊べなかった。

○どのような場面が課題なのか、実際の場面をビデオで振り

返る。

○マトリックスに課題を書き込み、解決策を考える。

○班ごとに役割（司会者、書く、発表者）を決め話し合い活

動に入る。

○考えつく方法を、発表ボードに書く。

課題 だれが 何を どうする

何をしたらいいかわ

からなかった

相手がブランコをするときは、背

中を押してあげる。

相手が砂遊びをするときは・・・

準備が不十分だった 班のみんなが、げきの役割を話し

合って練習していく。

話しかけられなかっ

た。

目線を合わせて、笑顔でまず名前

を呼びかける。

○課題ごとに班で考えた方法を黒板に貼って交流する。

○考えた方法を生かせば、次回はもっと喜んでもらえるボラ

ンティアになりそうだという見通しを持たせる。

○前時までにPMシートで保育園で

のボランティア体験でうまくいっ

た点とうまくいかなかった点を整

理している。

○当日の活動の様子をビデオで振

り返る。

○各班とも３つの課題を選んでマ

トリックス表に書き込む。

○だれが何をどうすればいいのか、

具体的に考えるように説明を加え

る。

○課題については個人の攻撃にな

らないように留意する。

●視点にそって解決策を具体的に

考える力

◆仮説との関わり◆

□思考ツールの活用□

マトリックスの視点にそって

自分たちの班の課題を解決す

る方法を具体的に考える。

自分たちのボランティア体験が、園児にとって役に立つことができたのかを振り返りカードで整

理し、マトリックスを活用して課題についての解決策を具体的に考えることができる。

もっとよろこんでもらうための方法を考えよう


