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１ はじめに 

来年度より、新学習指導要領が全面実施となる。この中で謳われている「主体的で対話的な深

い学び」を実現していく上で支持的風土のある温かな学級づくりは欠かせない。しかしながら、

教育現場では価値観の多様化の中、様々な児童や家庭に配慮しながら教育活動を進めていかなけ

ればならない現状がある。そこで、本研究では学級の全ての子どもたちが温かな人間関係の中で

成長していけるよう「温かくかかわり合う学級づくり」を「主体的で対話的な授業づくりを目指

した工夫や展開の在り方の実践」と「学級づくりの手法や教師の構えを主に学級活動を通した実

践」の２点から研究していこうと考えた。なお、本テーマに沿って様々な実践を行ったのがだが、

紙面の都合上、その中でも「主体的で対話的な授業づくりを目指した工夫や展開の在り方の実践」

を中心に SDGｓの視点を取り入れた総合的な学習の時間「世界へ、未来へ、つなげよう！わたし

たちと“食”」の授業と国語科「わらぐつの中の神様」の授業を中心にまとめていくことにする。 

 

２ 主体的で対話的な授業づくりを目指した工夫や展開の在り方の実践について 

（１）総合「世界へ、未来へ、つなげよう！わたしたちと“食”」 

◇ はじめに 

  今、日本では食品ロスの問題が叫ばれている。私たちは豊かさや便利さに慣れ、昔ほど食料を処分

することへの抵抗感も感じなくなってきている。一方で、世界に目を向けてみると飢えに苦しみ、安

全な水さえ確保できない国々も少なくない。そのような中、「食」に視点を当て、地球に生きる一員

として私たちにできることやこれからの未来に続くための食の在り方について考える学習を行うこ

とは、これからの持続可能な社会の一員として生きていく子どもたちにとって大変意義深く、価値の

あることである。 

◇ 単元計画（全１８時間）  SDGｓの視点：「２ 飢餓をゼロに」  

主な学習活動 指導上の留意点 ESD の資質・能力 

１次 学習課題を設定しよう！（２時間） 

①ユニセフの動画を視聴し、学習課題

を設定する。 

・知識のない子どもたちがどんな事

柄を学習するのかをつかめるよう

に、調べる対称のキーワードは提

示する。 

長期的思考力 

２次 今の世界で起きていることを調べよう！（６時間） 

②③④⑤今、世界で起きている環境問

題（食料問題）について調べ、

まとめる。 

 

⑥⑦調べたことをもとに、意見を交流

する。（ポスターセッション） 

・書籍とインターネットのよさを理

解しながら事実と意見を分けてま

とめられるように支援する。 

・ポスターの図や写真、絵と話す内

容を一致させられるように話し方

の指導を行う。 

システムズシンキング 

協働的問題解決力 

 

３次 未来の世界で起きるかも知れないことを考えよう！ 

⑧ゲストティーチャーを招き、今の生

活と未来との関係について考える。 

【本時】 

⑨⑩未来で起きるかも知れない問題を

解決する方法を調べる。 

 

⑪⑫未来で起きるかも知れない問題に

・ゲストティーチャーとの交流を通

して、世界の事が自分事として捉

えられるようにする。 

・今後、日本でも起こりうる問題に

ついて考察できるように資料を提

示する。 

・パネルディスカッションを通して、

長期的思考力 

 

 

システムズシンキング 

 

 

クリティカルシンキング 



ついて意見を交流する。 自分にできることを考え、発表で

きるようにする。 

コミュニケーション力 

４次 世界へ！未来へ！つなげる「わたしのプラン」をつくろう！（６時間） 

⑬⑭３次までに調べ、考えたことをも

とに「わたしのプラン」について

の討論会を開き、自分の案を提案

する。 

⑮「わたしのプラン」についての構想

を練る。 

⑯⑰「わたしのプラン」をまとめる。 

⑱意見を交流し、学習のまとめを行う。 

・今後の自分の生活に生かしていけ

るように具体的に自分が取り組む

ことを決めて提案書を書けるよう

に支援する。 

 

・全体での交流を通して、実現可能

な行動に移せるようにする。 

コミュニケーション力 

 

 

 

システムズシンキング 

 

 

 

◇ 本時案           【日時：令和元年１０月４日（金）３校時 於：５年１組教室】 

①ねらい 

これまで調べてきた食糧問題に関わる事実と現在、宇部市が進めている取組を関連付けて考え

ることを通して、自分たちの生活の中でも実践できることがないか考え、これからの生活に生か

していこうとする意欲を高める。 

②準備物  食糧問題についての動画・ワークシート 

③学習過程 

学習活動・学習内容 子供の意識の流れ ○主な支援 

１ 世界の食糧問題と日本
の食品ロスの問題を関連
させて考え、本時の学習課
題を設定する。 

・世界の食糧問題 

・食糧問題と日本の食品ロス
の関連 

・学習課題の設定 

・宇部市の取組の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ SDGｓに関わる宇部市
の取組を知り、食糧問題を
含めた世界の課題に対し
て、自分たちにもできるこ
とがないか考える。 

・SDGｓに関する宇部市の取
組の理解 

・地球に住む一人としての自
覚と実践意欲と責任の高
揚 

 

 

・これまで世界でどんな問題が
起きているのか調べて、よく
分かったよ。世界では大変な
問題がたくさんあるのだな。 

・日本が捨てている食料があれ
ば、世界の人々が救われるな
んて考えていなかったな。自
分たちにできることってない
のかな？ 

 

 

・ぼくは食品ロスを無くすには、
給食を残さないことで協力で
きると思うよ。スーパーでの
賞味期限や消費期限に気を付
けて買物をすることもいい
ね。 

・世界で起きている問題は日本
にも関わる問題なのに、宇部
市では何か取組をしていない
のかな？ 

・宇部市ではフードバンクなど
を行ってなるべく食料を捨て
ずに済むように努力している
のだな。 

・どうして宇部市はこんなにも
色々な取組をしているのだろ
う？SDGｓって何だろう？ 

・食糧問題以外にもプラスチッ
クを減らすエコな取組もして
いるのだな。 

・給食にマイ箸を持ってくるこ
とも環境を守るための取組な

○世界の食糧問題をどう感じ
ているのか感想を出し合い、
現時点での子どもたちの考
えを共有する。 

○食糧問題についての動画を
視聴し、世界の食糧問題と日
本の食品ロスの問題には大
きな関連があることに気付
かせる。 

 

 

○自分たちにできそうなこと
を考えることで、自分事とし
て食糧問題を解決しようと
する態度を育てられるよう
にする。 

○宇部市の具体的な取組を聞
き、市の取組を理解すると同
時に、この取組に対して自分
たちにできることがないか
考えられるようにする。 

○宇部市が食糧問題の解決に
向けて取り組んでいるのは、
SDGｓを推進する都市に指
定されていることを伝える
ことで、食糧問題以外の問題
にも取り組んでいることを
知れるようにする。 

○SDGｓに関わる写真を見せ
ることで、普段何気なく取り
組んでいることが実は世界
の課題解決につながってい
ることを理解させる。 

地球に住む一人として自分たちにできることはあるのだろうか？ 



 

３ 本時を振り返り、今後の
生活に生かしていこうと
する意欲を高める。 

・今後の生活への見通し 

・ 

 

んだな。 

・こうやって考えると普段何気
なくやっていることも世界の
課題を解決することにつなが
るのだな。 

・地球に住む一人として自分に
できることが見つかったよ。
ぼくは親と買い物をする時に
賞味期限に気を付けることで
食品ロスを少なくしていきた
い。 

 

○学習課題に立ち返り、本時で
学んだことを活かして「地球
に住む一人として自分たち
にできること」について考え
ることで、今後の自分たちの
生活に活かしていこうとす
る意欲や態度を養う。 

 

◇ 授業の考察 

  本実践で最も大切にしたのが「意欲をそろえる」という視点である。子どもたちが自ら問題意識を

醸成し、調べたい、皆で考えたいという意欲をもてるよう単元計画や資料、発問等を工夫した。特に、

知っているようで知らないことや分かったつもりになっ

ていることに気付かせ、それを意識化していく学習展開

を通して、子どもたちの意欲は大いに高まった。 

  また、講師として宇部 SDGｓ推進センターの小桧山氏

にも来ていただいた本時では、自分たちの市が一体どの

ような意図でどのような取組をしているのかを知り、具

体的に自分たちにできることまで落とし込んでいく学習

をすることで普段の生活の中に学校で学んだ視点を生か

そうとする子どもが数多く出てきた。 

 

（２）国語科「わらぐつの中の神様」 

◇ はじめに 

  本教材「わらぐつの中の神様」と次の教材「一枚の写真から」は物語を読み、そこで学んだことを

生かして書くという一連の学習教材となっている。また、子どもたちは「物語を書くためにどのよう

な構成やストーリー、表現方法の工夫をしていけばよいか」という課題意識を単元を通してもちなが

ら学習に取り組んでいる。本時では、その中でも「おみつさんと大工さんの恋心」に目を向けながら

中心人物の考え方をつかんでいきたい。 

◇ ねらい 

  おみつさんと大工さんがお互いどこに惹かれあったのかを話し合うことを通して、中心人物が大切

にしている価値観を読み取ることができる。 



◇本時案（４／８時間目） 

学習活動・学習内容 子供の意識の流れ ○主な支援 

１ 音読をして本時の学習内容を

把握し、学習課題を設定する。 

 ・音読（速読、役割読み等） 

 ・学習課題の把握 

 

 

２ 大工さんがおみつさんのど

こにひかれたのか話し合う。 

 ・内容の読み取り 

 ・発表内容の共有 

 ・共感的理解 

 

 

３ おみつさんが大工さんのど

こにひかれたのか話し合う。 

 ・内容の読み取りと想像 

 ・国語辞典の活用力 

 

 

 

 

４ 本時のふりかえりをする。 

 ・批判的思考による振り返り 

 ・感想の共有 

私は考え方に惹かれることに納

得だな。人柄が出てるから。 

 おみつさんは大工さんのどんな

ところに惹かれたのかな？ 

 

 

 大工さんが「俺だって職人だか

ら」って言っているから、その仕

事への取り組む姿勢にひかれたと

思うよ。 

ぼくは A さんが言っていること

分かるな。それにしても同じ文章

から違うことを考えるんだな。 

 大工さんに「神様みたいに大事

にするつもり」と言われたから、

自分が大切にされることにひかれ

たと思うよ。 

 大工さんが『とてもたのもしく

て、えらい人』みたいに感じてい

るから、大工さんの考え方にひか

れたと思うよ。 

わたしも同じ価値観だと惹かれ

合うっていう気持ちはすごく分か

るな。なんか二人共すてきだなぁ。 

○子どもの心をほぐして話しやす

い雰囲気を出すために、ゲーム

から話題を広げ、学習課題を設

定する。○焦 

 

 

○ゼロから考え出すことが難しい

子がいるため、選択肢を４つ示

し、自分の意見を選んでもてる

ようにする。○ス○視 

○子どもの発言が教科書のどこを

差しているのかや発言者の気持

ち、意図を問い直すことで全員

の理解を深める。○共 

○『たのもしくで、えらい人』と

いう表現に着目させることで、

ここからおみつさんの気持ちを

読み深められるようにする。○焦 

○国語辞典を活用する力を高める

ため、「たのもしい」の意味を

調べる。 

○「お互いの価値観に惹かれ合っ

た二人をどう思うか」と問い、

客観的な視点からまとめる。 

※「○ス…スモールステップ化、○焦…焦点化、○共…共有化、○視…視覚化」 

 

 

 

 

 

 

◇ 授業の考察 

  本時では心理ゲームと称してA～Dのカードを選び、

自分たちの生活と結び付けながら「おみつさんと大工

さんが惹かれたポイントはこのカードの中にあるの

かな？」と学習課題につなげていった。本時では大工

さんの心情は会話文から容易に読み取れるが、おみつ

さんの心情は前後の場面や表現技法に注意深く目を

向けて推測しなければならない難しさがあった。子ど

もたちは本文を根拠にしながら二人の心情を追い、自

分の考えをまとめることができた。 

 

５ おわりに 

  今年度の実践と通して、来年度から本格実施される学習指導要領への理解が深まった。同時に、

来年度もさらなる子どもたちの成長のために研究と修養に励んでいきたい。 

おみつさんと大工さんはお互いどこにひかれたのだろう？ 


