
 

 

 

 

 

指導者 呉市立阿賀小学校 神本 将汰 

日時  令和３年１０月１日（金）４時間目 

場所  呉市立阿賀小学校 第４学年２組教室 

学年  第４学年２組（男子１９名 女子１２名 計３１名） 

 

 

 

○単元観 

  本単元は，本質的な問い「わたしたちは，阿賀のまちで，どんな人として生きていくのか」を基に構想し，

障害のある方のお話やハンディキャップ体験，グループによる調査活動を通して，自分たちの地域に住んでい

る身体に障害のある方や高齢者などの実情や思いを知り，すべての人が安心して暮らせるまちにするために，

自分たちにできることは何かを考え実践していく単元である。 

  児童を取り巻く社会には，様々な人が生活している。児童はこれまでの学習で，地域の人々の考えや生き方

に関心をもち始めている。この時期に障害のある方とふれ合う体験は，他人を思う心や他人の痛みを感じる心

などのともに生きるための豊かな人間性や社会性を培うことができる大切な学習だと考える。また，障害のあ

る方から更に高齢者や妊婦，子どもや男女と視野を広げていきながら，自分たちの住む阿賀のまちがすべての

人にとって本当にやさしいまちなのかどうかを検証していく。その過程では，様々な人の立場になって，共感

的に物事を見たり，考えたりすることが重要である。みんなが安心して暮らせるまち，社会をつくるためには

誰もが尊重され，違いを認め合い，互いに助け合っていくことが不可欠となる。児童自身が自分の生活してい

る地域に「やさしさ」という視点で関心をもつことによって，地域のよさを今以上に知り，地域に愛着をもち，

まちや人に対して優しい気持ちを育てることができる単元であると考える。 

 

○児童観 

  児童は第３学年の国語の学習で「パラリンピックについてしらべよう」を学習した。その中で，障害のある

方が競技に参加している姿を見て，どのようにプレーしているのか，興味をもっていた。また，どのような障

害のある方がどんなふうに競技に参加しているのかを調べ，リーフレットにまとめる学習を行った。しかし，

障害のある方を助けるための手立てや，障害のある方が生活する上でどんな苦労をされているかということま

では思い至らない児童が多い。また，コロナ禍によって，地域の人や行事などにかかわる機会が大きく減り，

地域の人とのかかわりを大切に感じている児童も少ない。 

  本年度からタブレットが導入されたことにより，インターネットを使って情報を見つけ出す力はついてきて

いる。しかし，インターネットで調べた内容をそのまま書き写すなど，自分が追究したい課題にとって必要な

情報かを考えたり選んだりする力がまだ不十分である。 

   

○指導観 

  単元の導入では，パラリンピックで活躍している選手の姿や話を映像で見て意欲をもたせるとともに，昨年

度の学習を想起させながら，障害があるとはどんなことなのか，どんな障害があるのかを確認する。そして，

自分たちでインターネットや本を使って，障害のある人についてさらに詳しく調べ交流させる。その後，第２
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次では，だれにとってもやさしく住みよいまちとしての理想的な姿について考えさせ，「わがまち阿賀」の現状

を探るようにさせる。その内容として，「障害のある方や介護に携わっている方に，生活で苦労していることや

工夫していることなどの話を聞く。」「車椅子や白杖，点字を使うなど様々な体験活動をする。」「学校にあるバ

リアフリーなどの工夫をもとに，障害のある方のために工夫されているところという視点で，まち内の施設を

調査する。」などが考えられる。調査の際には，グループごとに調べたい課題を決め，その課題を解決するため

に，何をしなければならないのかを考えさせる。グループに分けることにより，調べたことを別のグループの

友だちに伝えるという目的意識をもてるようにし，調べたことを学級で交流することで，課題を追究していく

ことができるようにしたい。その中で，施設の工夫やまちで見付けた手立てなどが障害のある方のためだけで

はないことに気付かせ，自分を含め全ての人にとってのやさしいまちづくりについて，考えさせていく。話し

合ったことから，「わがまち阿賀」の現状や改善策，よりよくするための方策などをマップにまとめることを通

して，自分達が理想とするまちの姿を具現化させるようにする。 

  第３次では，すべての人が安心して暮らせるまちにするために，ユニバーサルデザインについてもふれ，自

分たちにできることは何か考え，まとめたことや阿賀のまちをよりよくしたいという思いを，一人一人提言に

まとめたり地域の方々に伝えたりする。そして，これらの活動を通して考えたまちや人に対する優しい気持ち

をどういう方法で表現するか，自分たちにどんなことができるかを考え実践に結び付けていきたいと考える。 

 

 

 

【単元の目標】 

  障害のある方や高齢者など様々な人から話を聞いたり，体験したりする活動を通して課題をもち，不便に感

じていることや思いを知り，すべての人にとって暮らしやすいやさしいまちにするために，自分たちにできる

ことは何かを考え，実践することができる。 

 

【評価規準】 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 提示された資料から必要

な情報を得て，すべての

人にとって暮らしやすい

まちについて理解してい

る。 

② インタビューや調べ学習

など，目的や対象に応じ

て調査活動を実施してい

る。 

① 阿賀のまちに住んでいる様々な人が

どのようなことで困っているのか，課

題を明らかにしている。 

② 障害に関する課題を解決するために

必要な情報について，多様な方法で収

集している。 

③ 課題の解決のために収集した情報を

整理・分析している。 

④ 相手や目的に応じて，分かりやすくま

とめ，表現している。 

① 課題解決のための方法を考え

ようとしている。 

② 地域とのかかわりの中で，異

なる意見や他者の考えを受け

入れながら，自分ができるこ

とを考えようとしている。 

 

単元の目標及び評価規準 



指導と評価の計画 
【第１次（12/70）】障害って何だろう？ ～東京パラリンピックを手がかりに～ 

学習内容（他教科等との関連等） 評価規準（評価方法） 資質・能力 

１動機付け東京パラリンピックを見て心が揺さぶられたことを交

流し合う中で，当該大会の開催意義を捉える。（１） 

２情報収集１パラリンピックの歴史や内容，関わる人々の思いや

願いについて調べる。（３）（国語科「パラリンピックについて調

べよう」） 

３情報交流１調べたことを児童間で交流し合う。（１） 

４価値の自覚・新たな課題設定競技者や大会を支える人々以外の 

障害のある人々の日常生活について，体験活動等を通して課題意

識をもつ。（３） 

５情報収集２さらに，インターネット・ブログ・書物・インタビュ

ー等によっても情報を収集し，課題意識を深める。（２） 

６情報交流２調べたことを交流し合う。（１） 

 
７まとめ障害のある人々にとってやさしい生活であるために必要

なことを確認し合う。（１） 

○東京パラリンピックの場面を捉え，大会

の開催意義を理解している。 

○パラリンピックの内容や関わる人々の

思いや願いについて調べている。 

 

○パラリンピックの内容等について理解

している。 

○障害のある人々の日常生活の困り感等

について課題意識をもっている。 

○課題について，的確に情報収集をしてい

る。 

○調べた内容について交流合っている。 

○調べたことの交流をもとに，障害のある

人々にとってのやさしい生活を捉えてい

る。 

○知識・技能① 

 

○知識・技能② 

 

 

○知識・技能① 

 

○思考力・判断力・表現力① 

 

○思考力・判断力・表現力② 

 

○思考力・判断力・表現力④ 

 

○思考力・判断力・表現力③ 

【第２次(30/70】だれにとってもやさしく楽しい生活ができる阿賀のまちづくりとは？ 

１情報収集１地域で生活する障害のある人々や支える人々の思い

や願いを情報収集する中で，住みよいまちとしての理想的な姿

を捉える。（３） 

２情報収集２・課題発見「わがまち阿賀」が住みよいまちであるか

どうか，現状を把握する。（６）【本時】 

 ・福祉行政関係者，福祉ボランティア等，職業として介護に関わ

る人からの聴き取り等。 

 ・福祉の視点でのわがまち探検等。 

 ・障害のある人々の立場に立った公共施設等での体験活動等。 

３情報共有・まとめ１把握した現状をマップ等にまとめる。（３） 
４課題設定把握した現状の改善策，よりよくするための方策につ

いて話し合い，マップ等に書き加える。（２） 

５課題解決マップ等にまとめた改善等の方策に取り組む。（１０） 

 ・自分たちの力でできそうなこと，地域の人々や諸機関等の協力

が必要なことを整理する。 
６まとめ２・取組発信取り組んだことを地域等に発信する。（６） 

 ・自治会の会合，回覧板，報道機関等，地域への啓発等に有効な

手段を使って，取組をまとめ，発信する。 

 ・バリアフリーとは誰にとってもバリアフリーであることに気

付く。 

○収集した情報に基づき，住みよいまちの

姿をイメージしている。 

 

○体験や調査活動に基づき，わがまちの住

みやすさについて現状把握している。 

〇インタビューや調べ学習など，目的や対

象に応じて調査活動をしている。 

 

 

○把握した住みやすさの現状や改善策等を

マップ等に表している。 

 

○改善策等を試行錯誤しながら実践しよう

としている。 

 

○実践したことをまとめ，効果的に発信し

ている。 

 

○障害のある人々にとってのバリアフリー

はすべての人々にとってのバリアフリーで

あることに気付いている。 

○思考力・判断力・表現力②③ 

 

 

○思考力・判断力・表現力②③ 

 

〇知識・技能② 

 

 

 

○思考力・判断力・表現力③ 

 

 

○学びに向かう力，人間性等① 

 

 

○思考力・判断力・表現力④ 

 

 

○思考力・判断力・表現力③ 

【第３次(28/70)】「わがまち阿賀」を愛し，さらなる住みよいまちづくりの担い手になろう！ 

１動機付け・課題設定「わがまち阿賀」で生きてきた自分のあゆみ

を改めて振り返る。（１） 

２課題解決１生きてきた１０年間のあゆみを振り返る。（８） 

 ・家族との関わり，まわりの人々との関わり，わがまちとの関わ 

り等。 

３課題解決２『「わがまち阿賀」が住みよいまちであるために』を

テーマにした意見交換を行う。（８） 

 ・障害の有無を超えたやさしいまちづくりについて，自分にでき

ること，働きかけを行いたいこと等を，一人一人提言にまとめ

る。 

 ・提言に基づいた意見交換を行う。 

４取組発信１課題解決１，課題解決２の内容をまとめ，参観日等

で発表をする。（６） 

 
５取組発信２取組発信１の内容をまとめ，地域に発信する（回覧

板等）。（５） 

○自分のあゆみを振り返ろうとしている。 

 

○自分の１０年間のあゆみを自分と関わる

「ひと・もの・こと」の関わりで振り返り，

自分ができることを考えようとしている。 

○わがまちに住むすべての人々にとって住

みよいまちづくりの視点で提言をまとめて

いる。 

 

 

 

○これまでの自分のあゆみとこれからの阿

賀のまちづくりの担い手としての思いを発

表している。 

○４で発表したことを効果的に地域にも発

信している。 

○学びに向かう力，人間性等① 

 

○学びに向かう力，人間性等② 

 

 

○思考力・判断力・表現力④ 

 

 

 

 

 

○思考力・判断力・表現力④ 

 

 

○思考力・判断力・表現力④ 

 



（１）本時の目標 

 「わがまち阿賀」が住みよい町であるかどうか，現状を把握するための方法を考え，整理・分析するこ

とができる。 

（２）本時の評価規準 

 課題解決のために必要な情報収集の手段を整理・分析することができる。【思考力・判断力・表現力③】 

（３）学習の展開（第４時／第２次 全３０時間） 

分 学習活動 指導上の留意点 資質・能力の評価 
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１ 住みよいまちとしての理

想的な姿を共有する。 

・車椅子の人が自由に移動でき

る町 

・目の見えない人が，安心して

歩ける町 

 

 

２ 本時の学習課題を知る。 

 

 

３ 「わがまち阿賀」の現状を，

どのように調べるか，自分の

考えをまとめる。 

・障害のある人に話を聞く 

・障害のある方の家族に話を聞

く 

・介護している人に話を聞く 

・福祉施設で働いている人に話

を聞く 

・アイマスクや車椅子を体験す

る 

・障害がある人にとってどんな

ところが危険なのか探す 

・わがまちにはどこにバリアフ

リーがあるのか探す 

 

４ 個人の考えをグループで

共有し，整理・分析する。 

 

 

 

 

・前時で学習した，どのような障害をも

った人がいるのか，この町にどんな人

がすんでいるのか（男性，女性，高齢

者，子ども）を確認し，町のくらしぶ

りを想起できるようにする。 

・みんなが住みやすいまちのイメージを

共有できるよう，児童の発表に伴い写

真を掲示する。 

 

 

 

・「わがまち阿賀」は住みやすい町なのか

という視点を明確にするために，１で

提示した板書に立ち戻らせる。 

・思いついた自分の考えを付箋に書き出

させ，グループワークで整理・分析す

ることができるようにする。 

・その方法を実行するために具体的にど

こでどうすればよいかも考え，記入さ

せる。 

 

 

 

 

 

 

 

・思考ツールを活用し，個々の意見を体

験する，見学する，聞き取りをする，

という３つの視点でまとめられるよ

うにする。 

・それぞれの方法を実行するために具体

的にどうすればよいのかも話し合わ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「わがまち阿賀」

の現状を把握する

ための方法を整理・

分析している。 

【思考力・判断力・表現力③】 

（ワークシート，発言） 

「わがまち阿賀」は住みやすい町なのかをたしかめるために，どのような方法で調べるか考えよう。 

本時の展開 
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５ グループで整理・分析した

考えを全体で発表し，どの方

法で調べるかを話し合う。 

 

６ 本時の学習を振り返ると

ともに，今後の学習の見通し

をもつ。 

せ，自分達でできることと，諸施設と

の連携が必要なことの分類をして，実

行する優先順位を決めさせる。 

・グループワークが終わったら，思考ツ

ールを写真に撮って，ロイロノートで

全員が共有できるようにする。 

 

・児童が各グループの意見を整理・分析

しやすいように，児童の発表に合わせ

て，３つの視点に分けて板書をする。 

 

・次時では，調査対象及びそれに応じた

調査グループを決めたり，グループで

調査計画を立てたりすることを伝え

る。 

 

【成果と課題】 

（１） 成果 

  ア すべての単元を貫く「本質的な問い」を設定したことによって，どの活動においても目指すとこ

ろが本質的な問いの解決であることを意識させながら取り組ませることができた。例えば，２次の

始めに，１次で調べたこともとに理想的なまちの姿を考えた。その中で，そのようなまちにするた

めに，「自分たちにできることは何だろう」と考えることができていた。 

  イ ３つの小単元を段階的に関わらせる構成にしていたため，児童同士がお互いに案を出し合いな

がら，第１次での調べ方を第２次でも活用する姿が見られ，課題を解決するために必要な情報を収

集することができていた。（思考・判断・表現②） 

  ウ １次では，調べたことを，タブレットを使って資料を提示しながら友達に伝えた。まだタブレッ

トを使い慣れていないことから，準備や発表に時間がかかったが，幅広く障害について知ることが

できた。その中で，ある児童の「調べてみて，いろいろなことが分かったけれど，実際にやってみ

ないと分からないことがある。」という発言から，他の児童の「体験したい」という意欲が高まっ

た。また，別の児童の「自分達のまちは，暮らしやすいまちなのか。」という疑問からは，「まちの

調査をしたい」という意欲が高まった。（主体的に学習に取り組む態度①） 

 

（２） 課題 

  ア 「本質的な問い」に対する答えについては，課題解決に向かう取組を積み重ねることによって見

えてきたところではあるが，そのことが実践できるようになっているかどうか，つまり，「わがま

ち阿賀」を住みやすいまちにしていくための各自の生き方の追跡やその検証については，今後もあ

らゆる場面を捉えて行っていく必要がある。 

  イ 児童の思考が深まっていく過程で，活動のバリエーションも広がり，同じ授業時間内でいろい

ろなグループがそれぞれの調査活動等を行う状況が生まれた。そのため，それぞれのグループに対

する指導助言や，校外に出る場合の安全確保等について，指導者としてどう配慮すべきか，臨機応

変に対処する必要があった。 

 


