
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「未来市民教育」 

 東大阪市では、総合的な学習の時間を未来市民教育として学習します。未来市民教育には、中

学校区共通の学習と、東大阪市で統一して学習する「夢 TRY 科」があります。 

 子どもたちは、国際理解、情報、環境などの現代的な課題や、地域や学校の特色に応じた課題

などを通じて、自己の生き方を考えます。 

「夢 TRY 科」 

 夢 TRY 科は、年間 15 時間学習します。小学 3 年生から中学 3 年生までの 7 年間を 1 冊のテキ

ストを使って学習します。すべての学習における一連のまとまりの中で、課題の解決や探求的な

学習活動を通じて、予測困難な時代に生きるすべての子どもたちが、それぞれに思い描く夢の実

現に向けて、生き抜く力を身につけさせることを目的としています。 

 ～「東大阪市では小学 3 年生から夢 TRY 科が始まります」保護者向けパンフレットより～ 

 

１． 公開授業に向けての教材研究 

（１） 本校における教材研究 

①  指導書通りの授業 

夢 TRY 科がはじまった当初、指導者の中にも「授業の進め方が分からない」、「教材研究

に多くの時間がかかるのでは」など、初めて扱う教材に不安視する声もあった。まずは指

導者に「指導書を読むこと」「指導書に書かれている流れと発問で授業をすれば子どもた

ちに十分な教育効果があること」を伝えた。そして、実際に小中一貫教育コーディネータ

ーによる指導書通りの授業を参観してもらい、子どもの素直な反応を見てもらった。多く

の指導者から『授業への見通しが持てた』、『不安が和らいだ』などの意見をもらった。そ

れから学年で指導書を読んで教材研究をする際は、まずは指導書の左上に書かれている本

単元のめあてでもある「ねらい」を確認すること、次に「つかむ」「探る」「考える」の流

れを確認すること、そして、右下の板書例で授業の落としどころを確認することを継続し

て行っている。 

②  授業をする上で大切にしている 3 つのポイント 

 本校が授業をする上で大切にしているポイントは以下の 3 点である。 

 1 点目は『総合的な学習の時間を使った授業であること』、2 点目は『小中一貫教育を進

めるための教科であること』、3 点目は『指導者の授業力が求められていること』である。 

中河内地区 

教科研究会 B「未来市民教育」 

～夢 TRY 科公開授業～ 

東大阪市立義務教育学校池島学園前期課程 川崎 泰史 



 夢 TRY 科は未来市民教育(総合的な学習の時間)の時間を使った授業であるため、総合

的な学習の時間の学習指導要領に書かれている目標を達成するものである。つまり、探究

的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を

解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することが目標となる。そこ

で夢 TRY 科の授業の時は「考えるための技法 10 種

類」を提示し、探究的活動の時間を確保している。

例えば、ステージ A 小見出し「健康であるための

サイン」では、体の調子を知るための「便
べ ん

」につ

いて、良い「便
べ ん

」と悪い「便
べ ん

」に分類したり、ス

テージ B「安心の範囲」では市町村別の在留外国

人の資料から大阪府と奈良県を比較したり、東大

阪市内の在留外国人の数を他の都道府県と比較

したりするなどの題材を通じて学齢に応じて探究的な活動に取り組んでいる。 

 また、指導書の 4-5 ページには単元構成表があり、テーマごとにステージ A,B,C が一覧

となって見やすく提示されている。例えば、大単元『よりよい社会をきずくために』のテ

ーマ「情報」を見ると、ステージ A が小学 3 年生、ステージ B が 5 年生、ステージ C が中

学 3 年生(9 年生)となっている。仮に小学 5 年生の指導者ならば、教材研究の際に所属の

学年だけではなく、子どもたちがステージ A の小学 3 年生でどのように学んできて、その

内容がステージ C の中学 3 年生(9 年生)にどのようにつながっていくのか、「単元のつな

がり・ねらい」を押さえておく必要がある。この単元構成表を確認し、全てのステージ内

容を事前に確認しておくことで、先に出てくるステージの内容や知識を先に伝えるといっ

たことを回避できる。 

     夢 TRY 科は 2019 年度から始まったばかりで、まだまだ積み重ねも前例も少ない教科で

あるため、指導者の工夫次第で今までにないような楽しい授業展開ができるものだと実

感しており、子どもたちが楽しんで、指導者も楽しんで取り組むことが大事であると考

える。また、夢 TRY 科は「正解」を求める教科ではなく、課題解決に向けて自分なりの

「答え」を求めていくものなので、子どもたちも指導者も夢 TRY 科を通して自分なりの

答えを見つけていけるような教材研究をこれからも継続していきたいと考える。 

 ※ステージ A(小学 3・4 年生)ステージ B(小学 5 年生～中学 1 年生)ステージ C(中学 2・3 年生) 

 

 

○ 順序付ける 

○ 比較する 

○ 分類する 

○ 関連付ける 

○ 多面的に見る・多角的に見る 

○ 理由付ける（原因や根拠を見付ける） 

○ 見通す（結果を予想する） 

○ 具体化する（個別化する，分解する） 

○ 抽象化する（一般化する，統合する） 

○ 構造化する 

考えるための技法 10 種類 



 

 

  
   三島地区 

         とび出せ！ 町のたんけんたい 

          ～コロナ禍における取り組みから～ 

 

吹田市立山田第一小学校 前田 知香 

 

１． はじめに 

  吹田市小学校教育研究会生活科部では、『めあてを持って主体的に取り組み、その活動を連続・発展

させられる子どもの育成』を目指して研究を進めている。子どもの思いや願いなどのめあてが、連続・発

展していくことは、問題解決の連続・発展であると考える。そのような学習を展開していくことができる

よう、導入、伝え合い、振り返りなどの単元構成や年間指導計画の工夫について研究を進めている。特に

昨年度と今年度においては、コロナ禍により体験的な活動が大きく制限されたことから、そのような状

況下で生活科の単元をどのように展開していくのかを中心的なテーマとして検討していった。 

 

２． 取り組みについて（２０２０年度実践） 

 （１） 単元名   「とび出せ！ 町のたんけんたい」 

 （２） 単元の目標  

自分たちが住む町を探検する活動を通して、町の自然、人々、社会、公共物などに興味・関心

をもつとともに、自分たちの生活は、町で生活したり働いたりしている人々や様々な場所と関わ

っていることがわかり、それらに親しみや愛着をもち、人々と適切に接することや安全に生活す

ることができるようにする。 

 （３） 活動について 

 活動内容 ねらい 留意点 子どもたちの様子 

７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 

 

町のお気に入りをさ

がそう 

・自分たちが知って

いる町のことについ

てワークシートにま

とめ、授業や朝の会

で共有する。 

 

 

 

 

 

 

・自分たちの住んでい

る町に興味関心をもつ 

・友達の発表を聞くこ

とで知らなかった町の

ことに気づく 

・見に行ってみたいと

いう思いをもつ 

 

 

 

 

 

 

・店などに限定せず、

子どもたちの生活に関

係するもので考えてい

く 

・校区地図に貼り、教

室に掲示する 

・その日にあったこと

をすぐに報告し、共有

できるように朝の会を

活用して発表させる 

 

・夏休みにもワークシ

ートの宿題を出す 

・習い事に行ってい

る場所や、雨が降る

と水がたまる溝、秘

密基地が作れる場

所、虫がよく取れる

場所など、子どもた

ちにとって、とても

身近なことが発表さ

れ、知らなかった町

のことにも興味関心

を持つようになった 

 

 



 

 

9 月 

10月 

 

 

 

 

 

 

11月 

12月 

 

・情報がたくさん集

まった場所について

わかったことと疑問

に分けてまとめる 

 

 

 

 

・校区を４つにわけ 

詳しく調べたいブロ

ックを決め、町探検

に行く 

 

 

 

 

・わかったことをま

とめて発表する 

・自分で解決できそう

なことを見つけ、解決

できる方法を考える 

 

 

 

 

 

・グループの友達と協

力しながら町探検をす

る 

・友達の発表を聞い

て、知りたかったこと

を実際に自分で確かめ

る 

 

・その地区に探検に行

っていない友達にもわ

かりやすいようにまと

める 

 

・調べることができる

子どもには、行くとき

の注意や、お店の人へ

の話の仕方などを伝え

ておく 

 

 

 

・コロナ禍のため店や

公民館には入らず見て

回るだけの活動とする 

・その地区に行ってい

ない友達に伝えたいも

のを見つけるよう声か

けする 

 

・紹介するものの場所

を地図にメモして、絵

とともに貼り合わせて

掲示物を作る 

・神社の狛犬がマス

クをしている理由な

どを神主さんに聞き

に行ったり、松竹堂

の一番人気のお餅は

何かを聞いたりして

いた 

 

・友達のおすすめの

店などを実際に見に

行ったことで、休み

の日に保護者に連れ

て行ってもらうな

ど、生活圏の広がり

を感じた 

 

・地図とともに掲示

したので、場所を確

認したり、感想を言

い合ったりする姿が

見られた 

（４） 成果と課題  
・コロナ禍のため、個人での調べ学習からの取り組みになったが、 、店や公共の建物にし 

子どもたちの生活に密接した内容の情報が多く共有されたこと 

で、子どもたちの遊び場やお気に入りの場所の広がりを感じた。 

また、教室内に校区地図を貼り出し、朝の会でその時の話題を 

共有できたことも、子どもたちの自発的な行動へとつながった。 

・2学期に入り、実際に町を回る中で、自分たちが今までしっか 

 り見ていなかったいろんな場所があることを知り、課題をたく 

 さん持つことができた。コロナ禍のため、店や神社などの町の 

施設に入ることができず、実際に町の人に会って話を聞いたり、 

調べたりすることができなかった。そのため、地域とのかかわ 

りについての活動は不十分だった。 

・これまで、学習指導要領の 9つの内容の中でも、『地域と生活』  

 における地域の人とのかかわりについては、主に町探検の単元 

に組み込んで年間計画を立ててきたが、1年の『もうすぐ２年 

生』や『むかしあそび』、1・2年の栽培活動などで、意識的に 

展開していく必要があると感じた。 

 



  泉北地区 

 

第２学年 生活科『コロナ禍でも１年生のためにできたこと』 

和泉市立伯太小学校  前田 有里奈 

 
 

 

 

１．はじめに 

 本校では例年、１・２年生間の交流を行っており、本学年の児童も１年生の時から「２年生っ

てすごい！」と憧れを抱いていた。２年生に進級し「私たちも 1 年生に学校を案内したい！」と

いう願いを持ったが、昨年度は新型コロナウイルス感染予防対策のため、年間を通して他学年と

の交流を控えることになった。よって、４月当初の年間計画を新たに作り変える必要に迫られた。 

 

２．取り組みについて 

 ⑴ 単元名 「1 年生のためにできることをしよう」 

 ⑵ 単元目標 

知識・技能：調べ学習やインタビュー、友だちとの情報共有を通して、課題に対して必要な

情報を収集することができる。 

思考力・判断力・表現力：１年生を想像し、伝えたいことや伝え方を考えることができる。 

  学びに向かう力・人間性等：身近な人々と関わることのよさや楽しさが分かるとともに、進

んで触れ合い交流しようとしている。 

⑶ 活動内容  

学校案内地図を作ろう 

緊急事態宣言発令により新学年の始まりが 6 月となった１学期、1 年生と直接的に交流しなく

ても学校を案内することができる手立てや、伝えたい教室や施設について児童同士で意見を出し

合い、学校案内地図を作ることになった。作成するにあたって、２年生の児童が本校の教室・施

設の事をどのくらい覚えているのかを確認してみると、全問正解することができた児童はほとん

どいなかった。そこで、地図を作る前にその場所にあるものを確かめたり、その場所に詳しい先

生にインタビューをしたりすることにより、情報を集めた。そして、集めた情報をペアと整理し

て共有し合い、１年生に伝えたい内容を精選していった。 

次に、場所の写真やその場所に関連する物の絵を用いながら、調べた情報を紹介カードにまと

めた。各ペアが作成した紹介カードを持ち寄り、学校の地図が描かれた模造紙に貼り合わせるこ

とで完成した。出来上がった学校案内地図を見た児童は満足気な様子だった。 

クラスを代表して１年生の教室へ完成した学校案内地図を届けに行った 4 人の内の 1 人の A は

内気な性格で、自ら進んで行動するというよりも友だちの後をついていくことが多かった。１年

生の時には初めて経験することに対して不安を抱き、泣く姿もよく見かけた。今回、児童たちに



とって初めてのインタビュー活動であったため、A が面識のない先生に対して泣かずにインタビ

ューできるのか心配だったが、１年生のためにという使命感とペアとの熱心な練習のおかげで、

A はしっかりと質問することができた。そのことで自信がつい 

たのか、A は学校案内地図を１年生に届ける役に自ら立候補し 

た。クラスの代表として届けに行き１年生が喜ぶ姿を見たこと 

で、「もっとくわしく書いて、１年生に学校のことを分かって 

もらいたい」という思いをもつことができ、見違えるように主 

体的に学ぶ姿が見られるようになった。 

 学校のルールを伝えよう 

学校案内地図を贈られた 1 年生が喜んでいたことを聞いて、他にも学校のことを伝えたいとい

う意見が出てきた。どのクラスでも最も多く挙がっていたのが「学校のルールを教えたい」とい

う意見だった。ただ紹介するだけでなく１年生がより楽しみながら学校のルールを知ってもらえ

るような手立てを考えた結果、クイズ形式にしてカードや絵本にまとめ、伝えることに決まった。 

自分が知っている学校のルールを想起したり、１年生の教科書に載っている授業の約束のペー

ジや、教室・廊下等の学校のルールに関する掲示物等から情報を収集したりした。 

それぞれのルールを伝える担当を決め、調べた情報を基にクイズを考え、カードや画用紙にま

とめた。完成したカードは模造紙に貼り、絵本はそれぞれが書いた画用紙を合わせて製本し、ク

ラスを代表して新たな４人の児童が１年生の教室へ届けに行った。 

 掃除の仕方・なわとびの跳び方・遊具の遊び方を伝えよう 

「次も伝えたい」という意欲を高めていた児童は３学期、かねてから候補にあがっていた『掃

除道具の使い方と掃除の仕方』について伝えることに決めた。伝える手立てについては、動画や

ポスター、３択クイズで伝えることが最も効果的であろうと考えた。 

伝えたい内容を決め、自分たちが知っている掃除道具の使い方や掃除の仕方を想起したり、掃

除のお手伝いに来てくれていた５年生に教えてもらったりすることで情報を収集した。 

調べた情報を基に掃除道具の使い方や掃除の仕方についての説明とクイズを考え、動画やポス

ターにまとめた。前回の活動よりも新たに表現方法のバリエーションが増えたのは、これまでの

活動での経験があったからこその結果だと考える。また、動画のセリフやポスターの構成を考え

る等、どのペアもこれまで以上に話し合いながら協力し取り組むことができるようになっていた。 

 

３．成果と課題 

 コロナ禍により他学年との交流ができないという制限があった中でも、何を１年生に伝えたい

か、どのような方法で１年生に伝えるかを、児童同士で意見を出し合いながら思いをもって考え

ることができていたことが大きな成果である。１年生に伝えたいという意識が年長者としての自

覚を育み、調べた情報を伝えるだけに留まらず自分の生活にも生かしている姿を見ることもでき

た。活動を経る毎に「下級生のために何かしてあげたい」という気持ちが増したように感じた。 

 今回はワークシート中心で活動を進めていたが、ウェビングマップ等の思考ツールを積極的に

活用し、児童の自由な発想を引き出す工夫がもっとできたのではないかと考える。今後も児童が

自ら学びに向かい、思考や表現の幅を広げられるような環境作りを心がけていきたい。 



 

 

アクティブ・ラーニングが求められ、総合的な学習の意義を問われる近年。改めて、総合学習の 
あり方を見直す時期に来ている。慌ただしい教育現場の中でどのようにして総合的な学習を系統 
立てて行い、その効果を実証していくのか、「『出会い』からどれだけ学びを深めていけるのか」 
をテーマとし小中学校で行える取り組みについて考え続けている。 
 
指導にあたって 

 （１）単元のねらい 
      地域や自分たちの身近なところで出会い、その人たちから学んだことを振り返る。その出会いをこ 
     れからどう生かしていけるのかを具体的な形にして表現し、まわりの友だちに伝えられる。 
      高学年に向かって、自分たち一人ひとりの考え、行動が、社会の問題の解決につながっていくことを 

考える。それらに主体的、創造的、協働的に取り組むことが自己の生き方について考え、その考えを

深められることに気づく。 
 
 （２）児童観 
     本学年の児童は学習の意欲が高く、表現したいという意欲にあふれた児童が多い。１学期から国語をはじ

め、各教科の学習で、まちがいをおそれず発表できるクラスになって欲しいことを伝えてきた。そして、子

どもたちがお互いの発表を大切にすることを意識して「聴き」授業に臨むよう声かけを行なってきた。 
１学期、分散登校から始まり、落ち着かない様子で、学習への意欲を取り戻すまでに時間がかかったが、

２学期に入って、日々の学校生活の中や、唯一の学年行事である運動会への取り組めの中でまわりの友だ

ちと関わる中、一人ひとりが輝く姿が見られた。コロナウイルス感染の対策をとった中、ゲストティーチ

ャーの方と出会う経験もして、今まで考えたことがなかった自分と違う立場で生きている人たちについて

イメージができるきっかけを得ることができた。 
    「聴く」ということを大切にして、例年とは違う制約のある状況の中、今できる形での学習活動に取り組

んできた児童たちである。「人前で発表するのが苦手」「何を書けばよいかわからない」と悩む児童もいるが

それぞれが持っている主体的、創造的に取り組む力を生かし、「みんなにやさしいまち」とはどんなまちな

のかを実現していくための一人ひとりの挑戦を応援し続けたい。 
 
 （３）指導観 
    （１）の単元のねらいでも記述したように、本単元を通し、主体的、創造的、協働的に取り組むことが

自己の生き方についての考える力になると考えている。これまでの出会いの中で育てられた、「社会を見

る目」「社会の中で自分にできることを実行する力」をこれから高学年として発揮される場面が多く求め

られる。自分が見たり、聞いたりしたことを、自分だけの考えとして終わるのではなく、まわりの人とか

かわり交流していく中での行動の柱となるような気づきを得られる取り組みとしたい。何より自身の生き

方や身近にいる人たちのこと、地域に暮らす人たちについて考えることで自分や他者を大切にできる人に 

なってほしい。 

豊能地区 

みんなにやさしいまちづくり 
～ 自分たちの地域をよりよくするために ～ 
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指導計画（全 １２ 時間） 
    小単元名 学習活動のながれ 評価基準・評価方法 
日

常

生

活

か

ら 
考

え

よ

う 

１ 
 

「みんなにやさしい

まち」ってどんなま

ち？ 

掲示物と手元の資料を

見て「みんなにやさしい

まち」について考える。 

思① 
思② 
思③ 

児童観察 
対話 
発表・つぶやき 

 ２ 
 

ゲストティーチャー

箕面国際交流協会の

方々との出会い 

お話を聴き、質問、意見

交流 
思① 
知② 

児童観察 
活動の様子 
ワークシート 

聴

き 
考

え 
伝

え

よ

う 

３ 
 
４ 

ゲストティーチャー

上田一裕さんとの出

会い 

お話を聴き、質問、意見

交流 
思① 
知② 

児童観察 
活動の様子・発表 
ワークシート 

５ あそびりクラブの職

員さん、利用者さん

との出会い 

お話を聴き、質問、意見

交流 
思① 
知② 

児童観察 
活動の様子・発表 
ワークシート 

６ 校務員さんとの出会

い 
お話を聴き、質問、意見

交流 
思① 
知② 

児童観察 
活動の様子・発表 
ワークシート 

７ 栄養士さんとの出会

い 
 

お話を聴き、質問、意見

交流 
 

思① 
知② 

児童観察 
活動の様子・発表 
ワークシート 

交

流

し

表

現

し

よ

う 

８ 
９ 
10 

自分たちにできるこ

とを考えよう 
ここまでの出会いを振

り返り「やさしいまちセ

ンター」の設計図を考え

る 

思① 
技② 
知② 

児童観察 
活動の様子 
対話・発表 

１１ 
 

自分たちにとって

「みんなにやさしい

まち」とはどんなま

ちなのか発表する 
 

これまでの出会いや活

動を思い起こし、自分に

できることを伝える。 

思① 
思② 
思③ 
 

児童観察 
活動の様子 
対話・発表 

自

分

を

見

つ

め

る 

１２ 「これからどんなク

ラス・学校・地域を作

っていきたいか」を

考えて伝える 

 思① 
思② 
思③ 

児童観察 
活動の様子 
対話・発表 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

１． はじめに 

交野市は、大阪府の北東部、奈良県との県境に位置し、東側と南側を山に囲まれた自然豊かな

まちである。市内の約半分の面積が山地で、交野山（こうのさん）の頂上にある巨大な「観音岩」

からは、隣県の六甲山系や京都の町が一望できる。また、弘法大師の秘法による「八丁三所の降

星伝説」や徳川家康が身を潜めたとされる「家康ひそみの藪」など数々の伝説や歴史遺産もある。 

昨年度からは、全市的に小中一貫教育を実施している。本校は天の川学園（第四中学校区）に

所属し、学園内の 2 小学校・１中学校と連携し、教科指導や児童・生徒指導の研究を進めている

ところである。また、新たな科「ふるさと科」を設定し、地域（郷土）から学び、その良さを理

解することや地域（郷土）のために、考えて行動できる態度を育成することを目的に、小中 9 年

間を通した連続性のある学びに取り組んでいる。 

 

２．生活科の取り組み(2 年生) 

本市では、昨年度末に GIGA スクール構想による一人１台の

タブレット端末環境が実現している。低学年では、植物の観察

ノートを記録したり、「ロイロノート・スクール」を活用し、

作品や自分の意見を交流したりしている。高学年では、シンキ

ングツールを使って、グループ活動で意見をまとめたり、動画

撮影・編集をして校内で発表したりするなど、タブレット端末

は、毎日の学習に欠かせないツールとなっている。 

また、本校では「話し合い活動を通して、伝え合う力を養う」

を目標に校内研究を進めている。どの学年でも、何をどのよう

に伝えるのかを大切にする指導をどの教科でも実践してい

る。 

そこで、2 年生生活科単元の「とびだせ！まちのたんけんた

い」から、タブレット端末を生かし、まちのすてきを友だちに紹介する取組を紹介する。 

子どもたちは、指導者から「まちでみつけたすてきな物事をタブレット端末で撮影し、ミニト

マトの観察方法（色や形、手触り、におい等）を思い出しながら、メモをとってくる。」ことを事

前課題として与えられていた。放課後や休日には、自分の周りの「すてき」を見つけたくて、子

どもたちは嬉々として出かけていたようだ。「校長先生、見て見て。おばあちゃんと行ってきた

よ。」、「こんなきれいな景色あるねんで。」と嬉しそうに話しかけてくる児童がたくさんいた。 

北河内地区 

新たな科「ふるさと科」を通して知る地域の良さ 

～まちのすてきを知らせよう(2 年生)と米作り体験（5 年生）の取り組み～ 
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教室では、撮影してきた写真を見せながらペアで友だちに紹介して

いく。友だちとの話の中で、「どこで撮ったの？」、「きれいやね。」等

と質問やあいづちをし合いながら、相手により良く伝えるためには、

どんな情報が必要なのかを学習していった。友だちから質問された内

容に答えられなかった時には、図書室の図鑑やタブレットの検索機能

で調べていた。ペア学習を通して、課題を解決する資質・能力も高ま

る様子が伺えた。 

最後は、クラス全体での発表だ。発表後の交流では、ロイロノート

を活用して、友だちが見つけたまちのすてきについての感想を書き込

んだ。子どもたちは、自分がみつけた町のすてきを知ってもらい、友

だちと共有できたことに大きな満足を持った様子であった。 

 

３．総合的な学習の時間の取り組み(5 年生) 

 例年なら、低学年では昔くらし体験や昔遊び体験を、中

学年ではグランドゴルフ体験などを地域の方々と実施して

いたが、昨年度はコロナ禍で地域とつながる行事は、全て

見送られることとなった。しかしながら、今年度から新た

に計画した田植え体験だけは、なんとしても実施しようと

地域の方々がご尽力して下さり、実現することができた。 

 社会科で学ぶ米作りについて、実際の田植え体験を通し

て、農業や食というものをより深く学ぶことをねらいとしている。泥の中に足を踏み入れること

で、泥の感触や温かさを感じ、田んぼにいる生物について知るきっかけにもなる。自分の手で苗

を植えることによって、食材を得るためには多くの時間と労力が必要であることも感じ取ること

ができたようだ。また、交流を通して、自然豊かな地域の恵みや農業への畏敬の念、教えて頂い

た地域の方々への感謝の気持ちを育む様子も見られた。 

 

４．成果と課題 

 昨年度から続くコロナ禍。小・中学校とも「ふるさと科」での取組は、思うように進めること

ができていない。前期の１・２年生での校区探検、３・４年生での公共施設見学、後期の 8 年生

での職場体験など今年度も実施の見通しがたっていない。  

しかしながら、できることをできる方法で取り組んでいくことが大切だと実感した日々でもあ

った。校区探検に出かけられないのなら、各自がタブレット端末を活用して、記録してくる。施

設見学できない内容は、検索機能を使って調べる。指導者が教科横断的な視点を持ち、他教科で

も実践できる力を身に着けさせることを意識する。学びを止めない。そのために、指導者が知恵

を絞り、議論を重ねてきたことは、学校力の向上にもつながった。 

予測困難な時代と言われて久しい昨今。生活科及び総合的な学習の時間で身に付けた資質・能

力を最大限に発揮し、この自然豊かな美しいまち、交野の良さを心に刻み、発信できる子どもた

ちを今後も天の川学園の小・中学校で協働して育成していきたいと考える。 



 
 

 

 

 

 

 

 

１ 研究の目的と方法 

 富田林市の生活・総合学習部会では、２０１７年度から市立幼稚園作成のアプローチカリキュラムを

受け、幼稚園の先生方と協働で、スタートカリキュラム案検討、授業づくりを進めてきた。彼方小学校

でも連携カリキュラムや実践検討の必要性を感じ、協働・連携しながら研究を進めることとした。 

（１） 教師間の連携を密にし、隣接の市立彼方幼稚園と協働して連携カリキュラムを作成・活用し、幼

稚園教育と小学校教育の円滑な接続の充実を図る。 

（２） 願いや思いをもって地域や異年齢との交流、まわりの人と関わりながら体験と表現を繰り返し、

友だちとともに探究・協働しながら、自分たちの地域『彼方』を大切に思える子ども、そして自

分や友だちの成長に気づき自信をもつことができる子どもをめざした授業実践を進める。 

 

２ 実践事例 

（１） 連携カリキュラム作成 

幼稚園教育要領、幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿等、小学校学習指導要領の趣旨をふまえたア

プローチ・スタートカリキュラムを作り、合科的・

関連的な指導や弾力的な時間割の設定等の指導の工

夫や指導計画の作成を行い、１年生の接続期をマネ

ージメントした。また、育ちや学び、発達の連続性

を意識し、独自の連携カリキュラム「遊びから学び

へ」（①自然との関わりを通して②道徳性・規範意識

の芽生え・自立心③文字への興味・関心から国語科

④数や文字への興味・関心から算数科）を作成し、

交流活動にいかした。 

 

（２） 彼方幼稚園との交流活動 「どきどき わくわく やったー！～おみせやさん名人になろう～」 

① 単元目標  

・身近な遊び場や地域の施設、行事を探検する活動を通して、地域のよさを知り、みんなで遊ぶ楽

しさや遊びをつくり出す面白さ、自分たちの成長に気付くことができるようにする。 

・人や自然と楽しくふれあい、なりたい自分をイメージしながら「名人」をめざし、みんなと仲よ

く遊んだり、自分たちの生活を楽しいものにしたりすることができるようにする。 

南河内地区 
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人・地域から学ぶ幼小の交流活動の実践 
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・みんなで仲良く安全に遊ぶために、異年齢の友だちとの関わり方を考え、遊び方や約束を工夫し

て遊ぶことができるようにする。 

② 学習活動の様子 

おみせやさんがしたいな 「がっこうたんけん」の後、学校のまわりへの関心も高まり、近くの滝

谷不動尊やお不動さんの縁日を探検して地域のよさや多くの発見をした経験から、自分たちでお店

屋さんをしてみようと、活動が発展していった。 

おみせやさんをかんがえよう おみせをつくろう お店作りが始まると、園児の頃にお店屋さんを

した経験を土台に、工夫したり発展させたりしながら意欲的に取り組んでいた。また、適宜、思考

ツールを活用し、考えを整理したり見通しをもったりする経験積み重ねた。 

話し合いをして、６つのお店をつくり、 

・第１回１年１組ハッピー商店街（保護者の方々を招待して） 

・第２回１年１組ハッピー商店街（園の友だちを招待して） 

と「商店街」を２回開くことになり、意欲的に準備を進めた。 

おみせやさん名人になろう 第１回商店街ではたくさんの保護者の方々に楽しんでもらい、ほめて

もらったことで自信をもった。次は園の友だちに喜んでもらえるお店に、とお互いアドバイスしあ

う場面では、第１回がうまくいったので改善するところがないという思いが大きかった。そこで

「これで、本当に園のお友だちは楽しんでくれるかな。」と問いかけ、実際に年長組の先生に来て

いただいた。１つ１つのお店にアドバイスを下さり、子どもたちは自分たちだけでは思いつかなか

った改善点を真剣に聞いた。そして、グループごとに話し合いながらさらに考え、工夫・改善した。 

  幼稚園の先生のアドバイスを聞いて、子どもたちが考えた工夫と改善 

座って食べる所を作る どのお店にも来てくれるようにポイントカードを作る セットを作る 

店員とわかる印をつける 丁寧に商品を扱う 全部 1円にして銀行を作る 楽しい音楽を流す 

幼稚園の友だちが安心できる広さの多目的室にかえ、全体の飾りつけをする 

工夫・改善をこらした第２回商店街では、自分たちのお店に愛着

をもって接客し、園の友だちのことを考えた声かけをすることがで

きた。６つのお店が協力してもりあげ、お客さんが楽しんでいる顔

や様子を見て、子どもたちも笑顔になっていた。その後のふりかえ

りの活動では、自分たちでできた、楽しんでもらえて嬉しいという

感想が多く、できなかったことができるようになった、友だちと一

緒にできた等、自分や友だちの変化・成長を感じることもできた。 

 

４ 成果と課題 

 今回の活動では、園での経験をいかして試行錯誤しながら、自ら進んで活動することや「相手のこと

を考える」視点をもってアイディアを出し合う経験を積むことができた。また、「園のお友だちに楽し

んでもらいたい」という願いは、協力する態度につながり、自分や友だち、地域のよさに気づくことが

できた。その結果、安心して、自分から進んで人と関わりをもとうとすることが増え、子ども同士のつ

ながりが広がった。今後は、連携カリキュラムを活用しながら地域の園と小学校の交流を組織的に進め

ることと、その先の学び（地域の中学校）との連携も強化したい。 
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