
平成２５年度 第６学年３組

総合的な学習の時間

「番匠川遊びつくしマップを作ろう！」

活動計画（案）

佐伯市立渡町台小学校



単元プラン（活動計画）

指導者 久保祐貴

１．単元名 番匠川遊びつくしマップを作ろう!!

２．目標

Ａ：他者や社会との関わりの視点

地域の人や自然と繰り返し関わりながら番匠川遊びつくしマップを作る活動を通して、友だちと

協力したり助け合ったりして問題を解決しようとする態度を育てる。

Ｂ：学習方法の工夫の視点

遊びの焦点化、マップ作りなどの各段階における、多様な情報を収集、整理、分析する過程にお

いて、それぞれの段階での適切な思考ツールを活用することによって、思考力・判断力・表現力

を高める。

Ｃ：自己を見つめる視点

プロセスごとに学習を振り返り、自分の学びを次のプロセスに生かすことができるようにすると

ともに、地域や友だちとの関わりの中で自分のよさや友だちのよさを見つめ、今後の生活に生か

していこ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総合的な学習の時間に関する全体的な傾向

１学期には、探究プロセス１として、イカダを作り番匠川の上流でレースを行った。材料となる

ペットボトルを集める際には、家庭だけではなく親戚や近所の人に呼びかけたり、低学年のクラス

を回って協力を募ったりする姿が見られた。また、集まったペットボトルでイカダを作る際には、

どの班も夢中になって取り組んだ。簡単な設計図を用意していたものの、実際に作っていく中で友

だちと相談して形を変えていく姿も見られた。レースの数週間前にプールでイカダを試しに浮かべ

た時に、ほとんどの班のイカダが壊れたが、放課後にも残って作り直すなどして、より頑丈なイカ

ダを完成させた。このように、材料集めには活発に動き回り、班の友だちと協力しながら、時間を

見つけてイカダを作るなど、全体的には積極的に取り組む傾向がある。

②他者や社会との関わりの視点から

クラスには、活発に発言する子とそうではない子にはっきりと分かれている。特に個人の考えを

発表する時にその傾向が顕著に現れ、クラス全体での話し合いでは発言する少数の子どもたちの意

見で進んでしまうことが多い。しかし、少人数班での話し合いでは考えを言える子が多く、また、

班で考えたことはどの子もクラス全体の前で発表することができる。総合的な学習の時間の活動で

は、少人数班を上手く使い、みんなで決めることを大切にし、どの子も発言できる環境を作り、自

信を持たせていきたい。

③学習方法の工夫の視点から

今回の取り組みは、「番匠川で遊ぶこと」と「マップを作って配布すること」の２つの内容から成



り立つ。前者については、実際に川に行ってレースをしたため、準備の段階から子どもたちは主体

的に取り組んだ。しかし、限られた授業時間数であるため、実際に遊ぶことができたのはその活動

だけである。そのため、後者については何をどのようにしてマップに載せていくのか戸惑ったり、

なかなか主体的にならなかったりすることが予想される。そこで、マップ作りの目的や見せる相手

を明確にしたり、マップに載せたら面白そうなことを班で出し合ったり、専門的な知識を持った地

域の方や、番匠川で清掃活動をする団体に出会わせたりするなどして、学びや活動に対して主体的

になるようにしたい。

④自己を見つめる視点から

子どもたちは、「正解・不正解」に敏感で、不正解を避けて通ろうとする。それは、前述したよう

に、活発に発言する子とそうではない子にはっきりと分かれていることに繋がっていると考える。

特に、算数の授業などでは、「結果」や「正解」を求めすぎるあまり、そこに行き着くまでの過程を

おろそかにする傾向もみられる。今回の取り組みでは、正解のないことに対して、みんなで知恵を

出し合い、時間をかけて形にしていくことを大切にしていきたい。そうして、一見無駄だと思える

失敗や試行錯誤などという過程があるからこそ、大切なことが見えてくるということを実感させた

い。また、多くの時間を使って正解を求めた結果が、失敗に終わったとしても、「これだけ話し合っ

たり、考えたりしたのだから満足だ」と思える経験もさせたい。同時に、活動の中で何度も出会う

壁を友だちと協力して越えながら学習を進めていく中で、子どもたちが自らの力で学びを連続させ

て活動を進めていることも実感させ、達成感や成就感を味わわせたい。

（２）指導について

①活動全体を通した留意点

○マップ作りの情報収集や表現の場面などの段階において起こる失敗や躓きを予想して、「学び」

の場面として生かす。

○その段階における具体的な思考力を明確にした上で、活用する思考ツールを選択させていくこ

とで、目的に応じた思考ツールを活用するよさを実感させる。

○集団での協同的な学習の機会を増やし、仲間とともに解決することの楽しさを実感させる。

○専門家の協力を得るなど、マップ作りの情報収集や表現の場面での外部人材の積極的な活用を

図る。

②人と関わり地域と繋がるための工夫

本単元を通して最も大切にしていきたいことは、マップ作りをしながら友だちと協力したり助け

合ったりして問題を解決していき友だちへの関心や理解を深めていくことと、地域の方々と関わり

コミュニケーション能力を育みながら番匠川のよさを知ることである。

そのために、マップ作りの情報収集や表現の場面では、班の中で役割分担をして、その責任をお

互いが果たす中で、「この人がいたからマップが完成した」という思いを持たせたい。また、整理・

分析の場面では思考ツールを活用して活発に話し合える場面を設定し、友だちとへの関心や理解を

深めさせたい。また、探究プロセス２での情報収集の際には地域の専門家と関わらせ、自分たちに

は知りえないことを知っているすごさに触れさせることで、地域には様々な人がいることを理解さ

せたい。また、これからもいろいろな地域の方と触れあいたいという思いを持たせたい。



③探究的な学習プロセスの構成

本単元では、活動全体を探究的な学習のプロセスとして構成するとともに、その中に「番匠川で

の遊び」（プロセス１）、「マップ作りと配布」（プロセス２）という２つの探究プロセスを意図的に

組み込むことで課題解決の力を身につけさせたい。

具体的には、プロセス１では番匠川で実際に遊ぶことで番匠川のよさを実感し、同２では番匠川

でできる遊びなどをマップとして形にして配布するという大きな単元構成で実践したいと考えてい

る。

ア 課題設定の工夫

本単元の主活動は、「番匠川遊びつくしマップ」を作り、配布することである。しかし、番匠

川で遊んだ経験のない子どもたちをすぐに主体的にさせることは難しいと考えた。そこで、ま

ずは番匠川で思いっきり遊ぶという活動を仕組んだ。ペットボトルイカダのレースのためにぺ

ットボトル集めやイカダ作りに没頭し、レース当日も存分に川と触れあう経験をさせることで、

マップ作りへの関心が高められると考えていた。

しかしながら、１学期のイカダレースでは主体的だった子どもたちが、２学期のマップ作り

では意欲を欠いた。それは、「活動全体を通した課題をつかむ段階」での意欲づけが不十分で、

マップ作りの必要性を認識していないためだと考える。子どもたちを再び主体者にするために、

プロセス２ではマップを作る目的と見せる相手を明確にさせ、マップを作る必要感を持たせた

い。また、様々な人と関わることができる情報収集の場面も、子どもたちを主体的にさせるチ

ャンスだと考えている。

イ 情報収集の工夫

前述した通り、情報収集の場面は子どもたちが再び主体者となるチャンスである。プロセス

２の情報収集の際、多くの地域の専門家と関わらせたい。自分たちの知りたい情報のほとんど

を答えてくれる専門家との出会いは子どもたちにとって驚きで、子どもたちの気持ちは新鮮な

ものになるだろう。マップ作りの目的意識と相手意識を持ちながら専門家と関わらせ情報収集

させることで、子どもたちを更に積極的にさせながら、活動を進めていきたい。

プロセス３では、完成した遊びつくしマップを、情報収集の際に出会わせた専門家にチェッ

クしてもらう機会を設け、そこで更にアドバイスをもらうという情報収集をさせたい。

ウ 整理・分析の工夫

整理・分析の場面では、思考ツールを活用して活発に話し合える場面を設定し、友だちへの

関心や理解を深めさせたい。また、思考ツールを使うことによって、思考力・判断力・表現力

も高めていきたい。

プロセス２では、専門家に聞いてきた情報をどのようにマップに載せていけばわかりやすい

マップになるのか、整理・分析させたい。思考ツールはＹチャートを使い、情報を「上流」「中

流」「下流」の視点で整理させる。整理すると、マップに載せやすくなることを実感した子ども

たちに、思考ツールの便利さも感じて欲しいと考えている。なお、Ｙチャートはあくまでもこ

ちらから提案したものであり、子どもたちの中から座標軸やベン図などの方が整理しやすいと

いう声が聞こえてきたら、そちらを使用するよう声をかける。



エ まとめ・表現の工夫

まとめ・表現として、プロセス３でマップを完成させる。番匠川のマップと文字だけを使う

だけではなく、見る人がわかりやすいマップとなるよう写真や図も効果的に使えるよう声かけ

をしていきたい。

④自己のよさに気づかせるための工夫

プロセスごとに、取り組みを振り返る機会を設定し、それを次のプロセスに生かすよう働きかけ

ていく。その際、教師はよかった点を知らせる役割を担い、課題や困りについては、子どもたちが

話し合いの中で解決の手段を考えていくことができるように留意していきたい。

また、完成したマップを専門家から評価して頂く機会を設定したり、活動全体を振り返らせたり

することで、一生懸命に情報収集したり、まとめ・表現をしたりしてきた自分や友だちのよさ、番

匠川や地域のよさを実感させたい。



４ 活動の流れ（具体）５２時間

活 動 の 流 れ ＜思考ツール：思考力＞ 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 （２時間）

●番匠川が身近にあるにも関わらず、身近に感じていない現状がある

ことを確認する。

●番匠川から受けている恩恵を考えたり、番匠川でできる遊びを考え

たりすることで、もっと番匠川に触れあいたいという気持ちを持た

せ、課題を設定する。

番匠川遊びつくしマップを作ろう!!

C-1

課題意識をしっかりと持っ

て、解決のために工夫しな

がら繰り返し活動する

（活動全体を通して）

B-1-（1）

活動の意図や目的を明確に

して課題をつくる

課

題

設

定

STEP２（２０時間） （探究プロセス１）

●４年生の頃に本匠でデイキャンプをした体験をふり返り、楽し

んだ経験を語らせる。

○番匠川ではどんな遊びができるか考え、遊びつくす計画を立て

る。 〈KJ法：分類する〉

番匠川で遊びつくす計画を立て、実行しよう。

○番匠川でできる遊びを、インタビューやインターネットなどを使っ

て調べる。

→カヌー、川で泳ぐ、釣り、貝堀り、ホタル観賞、野鳥観察、水生

生物観察、キャンプなど

○できそうな遊びと・できそうにない遊び、したい遊び・したくない

遊びを整理・分析する。 〈座標軸：分類する〉

○できそうでしたい遊びの計画を立てる。

・本匠でのキャンプ（川で泳ぐ、野外炊飯、ペットボトルでのイカ

ダ作り、水生生物の観察）

・干潟で貝堀

・ホタル観賞

○実行したい遊びで予想される危険とその対策を洗い出し、校長先生

に本匠に行く許可をもらおう。

○遊び尽くす計画表を完成させる。 〈マトリックス：多面的にみる〉

○本匠にキャンプをしに行こう。

・メインイベントは、ペットボトルのイカダを作って乗ることにし

よう。

ペットボトルでイカダを作ろう。

B-5
状況に応じたツールを選ん

で使う。

B-5
状況に応じたツールを選ん

で使う。

A-1
ア、考えたことや伝えたい

ことを明確に話す

イ、適切な言葉遣いで話す

情

報

収

集

情

報

の

整

理

・

分

析

表

現

課

題

設

定

課 題

小課題１



○ペットボトルでイカダを作るためには

・何本のペットボトルが必要か

・どうやって組み立てるか

・バランスを保つためにはどのようにしたらよいか

・イカダの班は何人班がよいか、班のメンバーの決め方はどのよう

にしたらよいか。

○イカダを作る

○プールで浮かべて試行錯誤

○本匠のキャンプでイカダを浮かべる。

○その他の遊びの計画を実行する。

A-2

ア、力を合わせて成し遂げ

る

イ、協同する喜びを感じる

M情

報

の

収

集

表

現

課

題

の

設

定

情

報

の

収

集

整

理

・

分

析

STEP３（１５時間） （探究プロセス２）

・自分たちだけで番匠川でできる全ての遊びを経験することは、時間

的にも、予算的にもできないよ。

・番匠川では、釣りやスポーツなどもできるようだよ。

・マップをバージョンごとに作るのも面白そうだ。作成できそうなマ

ップのバージョンを決めて、班で活動しよう。

・自分たちが作ろうとしているバージョンに詳しそうな人に、聞き取

り調査をしに行こうよ。

○何のための「遊びつくしマップ」なのか、作る目的と見せる相手を

はっきりさせる。

・作る目的は？ →番匠川の素晴らしさを伝える

・見せる相手は？ →番匠川の流域に住む小学生と保護者

〈座標軸：焦点化する〉

番匠川でできる遊びを詳しそうな地域の人に聞き取り

調査して、遊びつくしマップに載せる情報を集めよう。

○どこに聞き取り調査に行くか。

・釣り、生き物 →おさかな館の方（専門家）

・川遊び、スポーツ→番匠川活動支援センターの方（専門家）

・上流の遊び →本匠小学校の人たちに聞こう。

・中流の遊び →鶴岡小学校の人たちに聞こう。

・にじのおかに番匠川に詳しい方がいるよ。

○集めてきた遊びなどの情報を、種類毎に整理する。

〈Ｙチャート：分類する〉

・河口の遊び、中流の遊び、上流の遊び

・過去できた遊び、現在できる遊び

・大人の遊び、子どもの遊び

B-2

ア、目的に応じた方法で効

果的・効率的に資料を集め

る

B-3

イ、課題解決に向けて多面

的に検討する

小課題２



情

報

の

収

集

STEP４（１５時間） （探究プロセス３）

遊びつくしたことや遊びなどを、マップにわかりやすく

表現しよう。

○わかりやすいマップを作成するためにはどのようにすればよいか。

・サイズはどうするか。

・レイアウトはどうするか。

・言葉づかいはどうするか。

・図や写真はどのように活用するか。

→番匠川遊びつくしマップを完成させる。

○わかりやすいマップになっているか確認してもらう。

・おさかな館の方、番匠川活動支援センターの方など

○アドバイスをもとに、わかりやすいマップを完成させる。

マップを広めるためにはどのようにすればよいかな。

・大人用ならスーパー、和楽・・・

・子ども用なら学校・・・

○１年間の活動全体を振り返り、これまでに味わってきた達成感や成

就感を思い起こし、まとめをする。

B-4-(2)

相手や目的に応じて、効果

的な方法を選択して表現し

ようとする

C-2

ア、活動全体を振り返り、

次の活動に生かす

小課題３



本時案

（１）本時のねらい

誰の役に立つ番匠川遊びつくしマップを作成したいのかを、座標軸を使って分析したり、自分の考えを

伝え合ったりすることを通して、クラスの皆で決めることができる。

（２）展開（４５分）

○学習活動

●予想される子どもの考え

○具体的な支援

●つけたい力

○今日の学習のねらいを確認する。（５）

○それぞれの班に、誰の役に立つマップを作成したいのか発表させ、他の班の考えに対す

る質問や意見を交流させる。（１５）

（前時までに、それぞれの班が座標軸を使って話し合っている。）

・理由を言わせながら、黒板の座標軸に位置づけさせる。

・考えを交流させる中で、子どもたちの考えが「観光客（番匠川のことを知らない人）」

と「佐伯市に住む人（番匠川のことを知っている人）」の２つに絞られてきたら、次

の課題を位置づけ更に考えさせる。

○マップを役立てて欲しいのは、「観光客」か「佐伯に住む人」か自分の考えを伝え合わ

せ、誰の役に立つマップを作成したいのか皆で決めさせる。（１５）

・班での話し合いが必要と判断した時には随時、班での話し合いの時間を取る。

・考えが変わった子どもの意見を意図的に取り上げ、どちらの人用にしたいのか明確に

していく。

● 観光客 佐伯に住む人

・たくさんの人に知ってもらえる。

・他の川ではできないことを知ってもら

える。

・マップを持ち帰って広めてくれるかも

しれない。

・次に佐伯に来るときに、番匠川目当て

で来てくれるかもしれない。

・ペットボトルイカダレースの様な経験

ができることを他の小学生にも知って

ほしい。

・佐伯にせっかくいるから、番匠川のこ

とをより詳しく知って欲しい。

・番匠川に行くときに試してもらえる可

能性が高い。

・どちらの人用にマップを作成したいか、皆の考えがまとまって来たら、本時のまとめ

をする。

○本時のまとめをし、これからの活動予定を確認する。（１０）

●自分たちで決めた目的と相手を意識しながら、マップ作りを始めよう。

○前時に考えを書いたボ

ードを持たせながら、

発表させる。

○子どもの考えた「誰」

を明確にしたいときに

は、「誰」を座標軸の上

下左右に動かし、どこ

に位置付くのか確認す

る。

○考えが持てない子に

は、今までの活動を振

り返らせ、理由とする

よう声かけをする。

●課題解決に向けて、多

面的に検討する。

●異なる視点から考え、

協同的に学ぶ。

＜本時の課題＞

誰の役に立つマップを作成したいか。

大人

番匠川が身近ではない

身近

子ども

観光客

佐伯市に住む人

協力者
番匠川で遊ぶ人

どちらの人用に作成したいか。

●




