
平成２５年度 第 ５ 学年 １ 組

総合的な学習の時間

「フラワータウンプロジェクト」

活動計画（案）

佐伯市立渡町台小学校



Ⅰ 基本的なねらい

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～３月 ７０時間

自分たちの力で花を育て、渡町台校区（佐伯市）を花いっぱいにする活動「フラワータ

ウンプロジェクト」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＞

○ 花を育てるための情報や地域の声等の情報を、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分析する力 （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）

（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感を持ち、役に立つことをしようとする態度（４－（３））

○ 他者と協力する態度（２－（３）、（４））

○ 命あるもの、美しいものを大切にする心（３－（３））

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

＜他教科等との関連の視点から＞

○ 国語科：すいせんのスピーチをしよう、紹介のポスターを作ろう、新聞を作ろう

○ 理科：植物の発芽、植物の成長の条件、植物の花のつくりと実や種子

○ 図画工作：季節を感じて

＜他教科等との関連の視点から＞

○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。



Ⅲ 学習を実施する際のキーワード

Ⅳ 活動の流れ（概要）

ステップ１：客体から主体へ（課題の設定）

１ 思考と行動の繰り返し

２ 失敗や躓きの克服

３ 地域との協働

４ 達成感・成就感の実感

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。

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。

「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。

上記１～３を踏まえた活動を実施してけば、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。

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。



ステップ２：自分たちなりのイメージを持って（情報の収集：整理、分析）

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

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ともに、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）

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―



１．単元名 「フラワータウンプロジェクト」

２．目標

A：他者や社会との関わりの視点

花育てを進めるまでの計画をたてたり、花を育てたりする活動を通して、他者と協力したり助け合った

りすることの大切さに気づき、すすんで問題を解決しようとする態度を育てる。

・花いっぱいの渡町台小→花いっぱいの佐伯市

家の人や地域の人を対象に調査したり、実際に地域に出かけて調査をしたりして友だちと協力して問

題を解決しようとする。花いっぱいの佐伯市にするために、市報やケーブルテレビ放送に働きかけたり、

ふるさと展や春祭りに参加したりし、花の苗を配付（販売）してたくさんの人と関わりコミュニケーシ

ョンを図り、フラワータウンプロジェクトをすすめていきたい。

B：学習方法の工夫の視点

探求的な学習プロセスの中で、必要な情報を身近な人から集めたり、思考ツールを活用し情報を整理・

分析したりして、課題解決の仕方を身につける。

・完成の姿を思い描いたり、自分たちだけでできるか、できないかを考える際に積極的に KJ 法や座標軸

を使う。最終的には、自分たちで情報を整理・分析する手段として、いろいろな思考ツールを活用でき

るようにしたい。

C：自己を見つめる視点

次の活動に生かす力を身につけ、活動全体の見通しをもたせることができるように、１時間ごとの振り返

りを大切にする。

・毎時間、振り返りシートを書かせ、次時の活動を確認させると同時に、達成感も味わえるとよい。

３．指導の立場

（１）児童および学習対象について

①総合的な学習の時間に関する全体的な傾向

アンケートから総合的な学習の時間が「とても好き」「まあまあ好き」と答えた子どもが多く毎時間楽

しみにしている。好きな理由としては「いろいろな体験ができる」「みんなと協力して学習できる」「やり

とげたうれしさや楽しさを感じることができる」があげられている。一方で、「どちらかといえばきらい」

「きらい」と答えている子どもも数名いる。

昨年度、花いっぱいプロジェクトを経験したクラスの子どもたち、経験はないが隣のクラスがしている

のを見ている子どもたちなので、花育てには興味をもっている。さらに、国語「すいせんのスピーチをし

よう」で、渡町台小学校の自慢は「きれいな花」であると発表した子どもが多かったことや、「ポスター

で紹介しよう」で未来の渡町台小学校を考えたときに「もっと花いっぱいの渡町台小」という意見が出さ

れたことから、「花いっぱい」は今後も続けていきたいと考えている子どもが多い。しかし、地域との関

わりという点では、まだまだ薄く、恥ずかしさなどから人前で話すのが苦手な子どももいる。そこで、今

回のフラワータウンプロジェクトを通して、積極的に地域の人たちと関わり、自信をつけさせたい。

②他者と社会との関わりの視点から

渡町台小学校の校歌には「ねがいをこめて 町の人と みんなで みんなで つくるんだ」という歌詞



がある。今回の活動では、もっともっと花いっぱいの佐伯市をめざし、校歌にあるように地域の人たちと

積極的に関わりながら学習活動をすすめていく。知り合いには、積極的に話しかけることはできるが、言

葉遣いについてはまだまだであるという実態があるので、地域の方との関わりの中で、人や場に応じた言

葉遣いができるようにしていきたい。また、今までは知らなかった地域の良さなども発見し、自分たちの

大好きな渡町台を作っていけるようにしたい。

③学習方法の工夫の視点から

「もっともっと花いっぱいの佐伯市」という願い（課題）に取り組んでいく中では、様々な困難が子ど

もたちを待ち受けている。その困難や願いを解決する場面で KJ 法・座標軸・ベン図等の思考ツールを活

用することによって、子どもたちが分類、関連づける、整理する力をつけていくことが期待できる。

④自己をみつめる視点から

昨年度の経験や国語科からのつながりで、すでに「主体」としての意識があるので、「学び」を通した

自己の成長を実感することが期待できる。教師から与える課題ではなく、子どもたち自身がすすんで取り

組み、次はどうすればいいのかなど、課題をみつけ乗り越える姿が期待できる。その中で、失敗やつまず

きを繰り返し、解決するためにいろいろな人と関わりながら乗り越えられるように支援していきたい。ま

た、花育てを通して、生命や自然の大切さや地域との関わりについても関心を高めたり、自己を振り返っ

たりすることも期待できる。振り返りの活動を通して次時の活動を確認させると同時に、達成感も味わえ

るとよいと考える。自分たちの力で、自分たちが考える「もっともっと花いっぱい」を達成できたら「や

りとげたうれしさや楽しさを感じることができる」が総合的な学習の時間の好きな理由に挙げる子どもが

増えると思われる。

（２）指導について

①活動全体を見通した留意点

○失敗や躓きを予想して、「学び」の場面を作る。

○思考ツールを積極的に活用する。

○集団での協同的な学習の機会を増やす。

○学習サポーターの協力を得る。

②人と関わり地域とつながるための工夫

本単元を通して子どもの意識として最も大切にしていきたいことは、これまでは学校内だけだった花い

っぱい運動を自分たちの力で、地域に広げることである。そのために、地域の人に自分たちの思いを伝え、

協力してもらうことが重要となる。地域に出かけ情報を集め、地区の方々とコミュニケーションを図る中

で、渡町台校区の人たちの温かさに直に触れ、渡町台のことがもっと好きになるのではないかと考える。

自分たちの大好きな渡町台がもっともっと花いっぱいになっていけば、その経験が「地域のために自分た

ちができること」の視点として、今後の総合的な学習の時間をはじめとする様々な学習活動に生かされて

いく姿を願っている。

③探求的な学習プロセスの構成

まず、花を育てるには、種や土、肥料などの道具が必要になり、その道具を準備していく段階で、困り

がうまれると考える。そこで、校内の倉庫を探したり校長先生や教頭先生に相談する中で、お金が必要に



なることが分かる。そのお金をどこから出してもらうか考え、地域の人に出資してもらう（フラワーファ

ミリー）ところにたどりつく。お金を預かるとはどういうことか、どれだけの責任があるのかということ

を考えながら、預かったお金を大事に使い、道具をそろえる。

道具がそろったら、花育て名人の教頭先生と一緒に、昨年度までの経験を生かしながら花育てを行う。

途中で困りが出たときは、調べたり聞いたりして解決していく。生長の過程を記録し、新聞にしてフラワ

ーファミリーに配る。

花の苗が育ったら、出資してくれた家庭へ届ける。残りの苗は、「もっともっと花いっぱいの佐伯市」

にするために、通学路に飾ったり、市報やケーブルテレビに呼びかけ苗の配付を行いたいと考えている。

ア：課題設定の工夫

国語科「すいせんのスピーチをしよう」で、渡町台小学校の自慢は「花」とあげる子どもが多かった

ことや、「ポスターで紹介しよう」で未来の渡町台小学校を考えた際に「もっと花いっぱいの渡町台小」

という意見が出されたことから「もっともっと花いっぱい」を課題に設定した。地域に目を向けさせるた

めに、教頭先生からの依頼状を紹介し、学校から地域へ活動を広げることで、より積極的に取り組めるよ

うになっている。

イ：情報収集の工夫

情報を収集するにあたっては、まず自由に集めさせたい。その際、活動の目的を意識させ、「どこに」

「どのくらい」「どのようにして」などの観点も必然的に考えていく。まずは自分たちで情報収集の難

しさを体験させたい。そして、自分たちの困りが明らかになった段階で活動の目的を踏まえ、課題を解

決するために必要な情報を集めることの大切さやそのための方法について考えさせたい。

ウ：整理・分析の工夫

５年生の段階では視点を明確にして、他の情報と比較したり関連づけたりして考えることが目標だが、

個々の差があるという児童の実態から、まずは多様な思考ツールに触れさせていきたい。それを繰り返

す中で、子どもにとって考え方の方向性が見える適切なツールを選び、活用する力をつけさせたい。

最初に、「もっともっと花いっぱい」とはどのようになることかを考えさせ KJ 法、座標軸を使い、

実現できそうかどうかについて考えさせていく。また、ベン図を使い、重なった活動についてどちらが

するのかを整理させていく。それを繰り返し、調査をし、情報を分析させ、自分たちの活動の方向性を

きめていきたい。

エ：まとめ・表現の工夫

学習活動の最終段階なので、達成感や成就感を味わった上で終えさせたい。それを感じることができ

れば、総合的な学習の時間が好きと感じる子どもが増えると思われる。そこで、自分たちが育てた花を

地域に配ったり通学路を飾ったりすることや市報やケーブルテレビ放送での呼びかけを最後の活動と

方向づけたいと考えている。ただし、配り方や飾り方については、子どもたちの思考を生かしていく。

その中には、実現が難しいことも出てくると思われるが一度は挑戦させることで、自分たちでできるこ

と、大人の協力を必要とすることなどがあることに経験を通して気づかせていきたい。



④自己のよさ気づかせるための工夫

活動途中や活動後に、本単元の学習で子どもたちが学んだことを生かしている場を教師自身が見つけ、

すぐに子どもたちに伝えるという「その都度評価」を行うことで、少しずつ自己の成長を実感できるよ

うにしていきたい。なお、「その都度評価」を行う際には、「つけたい力」だけにとらわれるのではなく、

子どもたち一人ひとりの状況を踏まえて個人内評価を重視していきたい。

また、１時間ごとの振り返りのなかで、友だちの良さやがんばりを紹介させ励みにさせたい。



４ 活動の流れ（具体）５年：フラワータウンプロジェクト

活 動 の 流 れ ＜思考力：思考ツール＞ 付けたい力

全

体

課

題

設

定

STEP１ 活動全体を通した課題をつかむ段階 （ 時間）

○ 国語「すいせんスピーチ」の中で、渡町台小学校の自慢できるところ

は『きれいな花』であると書いた子どもが多かったことや、入学式会

場の様子、昨年度花を育てた経験などから、活動に対する興味・関心

をもたせ課題を設定する。

<広げる：ＫＪ法>

○どのようになれば、「もっともっと花いっぱい」といえるのかを

考えさせ、完成像を思い描かせる。

<焦点化：座標軸>

○思い描いた「もっともっと花いっぱい」の完成像を実現できるか

どうか、意味があるかどうかについて考えさせる。

○５年１組が「もっともっと花いっぱいプロジェクト」をすると聞

いた花作り名人の教頭先生が依頼状を持って登場する。

どこに？ どれくらい？ <広げる：ＫＪ法>

○どのようになれば、「もっともっと花いっぱいの地域」といえる

のかを考えさせ、完成像を思い描かせる。

○みんなで、やっていくことを決める。

<広げる：ＫＪ法> <焦点化：座標軸>

・実現の可能性があるのかないのかをはっきりさせ、いくつかにしぼりこむ。

C：活動を見通し興味・

感心をもつ。

B：経験をふまえて考え

る。

A：立場や意図をはっき

りさせ、計画的に話

し合う。

もっともっと 花いっぱいの佐伯市にしよう

「フラワータウンプロジェクト」

課題

もっともっと 花いっぱいとはどういうことだろう。

教頭先生から依頼状が届いたよ。

渡町台を もっともっと 花いっぱいの学校にしよう

もっともっと花いっぱいの 佐伯市 とはどういうことだろう

実現の可能性があるか、意味があるかどうか考えよう

どうすればフラワータウンにできるのだろう。

ひろげ隊 つたえ隊 おとどけ隊 つくり隊

・保育園、幼稚園、

その他施設に

活動を広げ、明

るい気持ちに

なってほしい。

・自分たちで設定した

「花の日」に苗を配

り、この活動を地域

の人に伝え一緒に育

てていきたい。

・種や育てた苗を

お届けし、喜ん

でもらいたい。

・校区内にフラワ

ーロードを作

り、通る人たち

を喜ばせたい。



○自分たちの活動の内容を考える。 <広げる：ＫＪ法>

○それぞれが考えた内容をグループ内で話し合い、実現の可能性があるの

かないのかをはっきりさせ、しぼりこむ。<焦点化：座標軸>

○しぼりこんだ活動について、地図・インターネット・実際の調査

などで調べ、内容を具体的にしていく。

○前回までに考えた活動内容が、「町の人と…」になっているか考える。

・すべての活動が、自分たちだけでするようになっている。

○地域の人たちに協力してもらって、一緒に花いっぱいの町にして

いくことを確認する。

・自分たちの活動について、地域の人たちに協力してもらいたいことは

何かを出し合い、実現の可能性があるのかないのかをはっきりさせ、

しぼりこむ。 <広げる：ＫＪ法> <焦点化：座標軸>

○内容について、表にまとめ「何を」「どうする」「地域の人たち

に協力してほしいこと」をはっきりさせる。

○グループでの重なりをはっきりさせる。 <比べる：ベン図>

・重なりがなくなるように話し合い、活動内容を決定する

ひろげ隊

つたえ隊

おとどけ隊

つくり隊

それぞれの活動は、校歌の

「願いをこめて 町の人と みんなでみんなでつくるんだ」

の歌詞とマッチしているかな。

それぞれのグループでどんな活動をしていくのか考えよう。

「町の人と」みんなでみんなで花いっぱいにするにはどうすればよいかな。

町

の

人

グループの活動を整理しよう。

ひろげ隊 つたえ隊 おとどけ隊 つくり隊

花いっぱい

を学校の外

に広げる。

フラワープ

ロジェクト

の思いを伝

える

地域に花を

育てる。

フラワーロ

ードをつく

る。

活動の重なりをどのようにわければよいかな。

Ａ：共同する大切さ

にきづく。

Ｂ：見通しをもった

追求計画を立

て、修正する。



課

題

設

定

情

報

収

集

情

報

の

整

理

・

STEP２ 出資金集め （探究プロセス１）

<できる> <できない>

・道具の準備 ・お金の準備

・活動の計画

・活動のよびかけ

・種まき、世話

○それぞれの活動に必要なものにかかる費用の見積もりを出す。

・「何が何個」をはっきりさせ、チラシ、インターネット、市場調査など

から全部でいくらかかるか考える。

・校長先生に相談

・教頭先生に相談

・いろいろな人にお金の出し方を聞く中で、地区の人に出資してもら

うことに気づかせる。

<出してくれる>

・渡町台小の花を知っている人は出してくれそう。

・昨年度、花を届けた人たちにお願いしたら出してくれそう。

<出してくれない>

・花の苗は、家でも育てることができるから、わざわざ小学生に

は頼まないだろう。

・店でも売っているし…。

・納得してくれないと出してくれないだろう。

・花が増えると明るくなる、嬉しくなる。 ・店で売っている相場を調べる。

・渡町台を花いっぱいの地域にしたい。 ・インターネット

・それを他の校区にも広げたい。 ・どうしたらお得と思うか家の人や

・昨年は校内だったから今年は地域に広げたい。 近所の人に聞く。

B：経験を踏まえて考え

る。

B：いろいろな方法で検

討する。

A：立場や意図をはっき

りさせ、計画的に話

し合う。

B：工夫しながら整理し

て表す。

A：立場や意図をはっき

りさせ、計画的に話

し合う。

自分たちだけの力でできること、できないことに分けよう。

プロジェクトをすすめるのに必要なのお金はどうしよう。

地区の人たちはどうしたらお金を出してくれるだろう。
小課題１

地区の人はお金を出してくれるかな。

お金はどのくらいかかるのだろう。

学校できれいな花を育てて、秋にお届けするので、種を買うお金を預けてくれ

ませんか。また、あまった苗で佐伯を花いっぱいの町にしたいと考えています。

自分たちの思いを

伝える

店よりも安く

（お得ポイント）



分

析

表

現

○集めた情報を整理・分析する。

「よし、これならできそうだ！」

○呼びかけるための方法を思いつくだけ出し合い、絞り込む。

<広げる：ＫＪ法>

・伝えること ・伝えること ・伝えること ・伝えること

・キャッチフレーズ ・見出し ・見出し ・どのような言葉で

・連絡先 ・連絡先 ・連絡先 ・どこに行くのか

○ △△さん（～地区）は□□株 などの記録を必ずとる。

○集金の計画

・直接お家に伺う。

・学校に直接持ってきてもらう。

○お金の管理

・「だれが」「どこに」「どうやって」

○活動の途中経過などは新聞を書いて配る。

・○○○円集まりました。

・○○種類の種を買いました。

・○月○日に種まきをしました。

・今、ここまで育っています。 など。

STEP３ 花育て （探究プロセス２）

○どこで、何を、どれくらい、どうやって買うのかをはっきりさせる。

○昨年の経験がある友だちや教頭先生に聞きながら種まきをする。

・こんなにたくさんあると、５の１のベランダだけでは置けない。

Ａ：力を合わせて前進

する。

花を育てるために必要な道具をそろえよう。

ポスター

種まきをしよう。

これらを地域の人に呼びかけるにはどうすればいいかな。

新聞 回覧板 直接説明

フラワーファミリーからお金をどのように集めればいいのかな。

集まったお金はどうやって管理するのかな。

小課題２

お金を預かるということの重み、責任をしっかりとお

さえ、地域の人たちの協力でこのプロジェクトが進めら

れるありがたさを感じさせる。

「責任をもって花を育て、届けなければ。」

「しっかり世話をして、地域の方々の期待に応えたい。」

ひろげ隊 つたえ隊 つくり隊おとどけ隊

Ｂ：目的に応じて方

法を選択し、表

現 し よ う と す

る。



表

現

<広げる：ＫＪ法>

○全校や先生たちにも協力してもらう。

○お花はその後どなっているのか気になっている地域の人がいることを

知らせる。

・フラワータウンプロジェクト新聞を作って配る。

○フラワーファミリーが知りたいことは何か出し合い、新聞記事の内容を

決める。 <広げる：ＫＪ法>

・いつ芽が出たか ・発芽率 ・お金の使い方

・管理の仕方 などを定期的に…。

課

題

設

定

情

報

収

集

表

現

STEP４ 花配り （探究プロセス３）

○出資してくれた地域の人たちに、花を届ける。

・フラワーファミリーの希望の種類・数を確認し選別する。

・直接お届けする。

○もっともっと花いっぱいの佐伯市をめざし、残りの花をどうすればよい

か話し合い、実現の可能性があるのかないのかをはっきりさせ、しぼり

こみ、順位をつけ、それに沿ってやっていく。

<広げる：ＫＪ法> <比べる：ランキング>

・佐伯市のたくさんの人たちに配るために市報やケーブルテレビで呼びか

Ａ：力を合わせて前進

する。

Ｂ：視点を明確にして

考える。

フラワーファミリーにお花を届けよう。

どこで育てていけばいいのだろう。

フラワーファミリーに花の成長をお知らせしよう。

新聞には何をのせればいいのかな。

残った花でフラワータウンを実現させよう。

小課題３

ひろげ隊 つたえ隊 おとどけ隊 つくり隊

自分たちで勝手に持っていっていいのかな。

・道路に勝手に

プランターを

置いていいの

か調べよう。

など

・お届け先を確

認しよう。

など

・花の日に来て

もらうために

呼 び か け よ

う。 など

・幼稚園などに

連絡しよう。

など

さらに残った花はどうしよう。

Ｂ：目的に応じて方

法を選択し、表

現 し よ う と す

る。



ける。 など…。

○花を届けた場所や、植えた場所などを新聞やポスターで地域の人たちに

紹介する。

フラワータウンをみんなに紹介しよう。



５.本時案

（１）本時のねらい

活動とそれを達成するための各隊の目的に立ちもどって、活動の内容を整理していくことで自分たちの隊の行うべき活動を

明確にしていくことができる。

（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 ●つけたい力

○前時までの話し合いで出し合った、グループの活動内容を整理し、重なりを確認する。（５分）

○それぞれの隊の目的を確認し、重なっている（似ている）活動をどこが担当すればよいのかを隊ごと

に考えさせ、ワークシートに理由と一緒に書く。（１０分）

○各隊で話し合った事を出し合う。（１５分）

○はっきりしない場合は他の隊の考えを聞いて、もう一度、各隊で話し合う。 （１０分）

○振り返りカードを書く。（５分）

○自分たちがやっていくことを前時

までにグループごとにまとめたも

のを掲示し、重なっている部分を

分かりやすく板書する。

○他の隊の話を聞いてもはっきりし

ない場合は、横ならびの図ではな

く、フラワー図を用い、分かりや

すくする。

○今日の活動に対する自分の思い

や、今後の次時のめあてなどを記

入するように助言する。

〈本時の課題〉 重なっている活動をどこがするのかしぼりこもう。

フラワー図を使いながら、それぞれ

の隊の話し合いの結果を整理して

いく。

目的

つたえ隊
・花の日のよびかけ

・買ってもらったお金で種

を買う。

・チラシを配る。

おとどけ隊
・花を届ける。

・ポスターにいろいろ書く

つくり隊
・フラワーロードをつく

る。

・ポスターを配る。

・フラワーロードを町の

人に知らせる。

ひろげ隊
・花をいろんな場所に置く。

・思いを伝えるメッセージ

を書く。

つたえ隊
チラシを配る。

花の事を伝えるのだから、

つたえ隊がする。

おとどけ隊
・ポスターにいろいろ書く

花を届ける場所は、自分た

ちで決めたいので、ポスタ

ーを書きたい。

つくり隊
・ポスターを配る。

・フラワーロードを町の

人に知らせる。

ひろげ隊
・思いを伝えるメッセージ

を書く。

自分たちの目的は作る事

だから、町の人たちに知ら

せるのは、ひろげ隊がして

ほしい。

ひろげ隊の活動がまだ決

まってないので、ポスター

などで活動のことを広げ

ていきたい。

つたえ隊
花の事を伝える。

おとどけ隊
花をとどける。

つくり隊
フラワーロードを

つくる。

ひろげ隊
「もっともっと花いっぱい

の佐伯市」にしたい気持ち

を広げる。

ひろげ隊
花をいろんな場所に置く

おとどけ隊
花をとどける

・置くのは届けると同じ意味だから、お

とどけ隊げする方がよい。

・花を運ぶのがおとどけ隊の目的だから。

◆仮説との関わり◆

□思考ツールの活用□

表を活用し、それぞれの隊の

目的と照らし合わせながら整

理させる。

●視点を明確にして、他の情

報と比較したり関連づけた

りして考える。





６．板書計画

フラワータウンプロジェクトの隊活動を決定しよう。

種まき

水やり

草取り

フラワーロード

花の日

花配り

活 動 を

広げる

つたえ隊
花の事を伝える。

おとどけ隊
花をいろいろな場所

に届ける。

つくり隊
フラワーロードを

つくりみんなに喜

んでもらう

ひろげ隊
もっともっと花いっ

ぱいを佐伯市に広げ

る。

前時までのそれぞれの

グループの話し合いの

結果を出し合う。

各隊の活動の目的を掲示する。


