
 

【学習活動】 

・地域の実態や願いを踏まえた体験的，探究的な活動の充実 

・協働的な学習活動の充実 必然性のある話し合いの場の設定 

・地域の「人・もの・こと」を生かした学習活動の充実 

・多様な表現方法を身に付け,学習成果を表現する場の設定 

・学習の振り返りを大事にし,児童・生徒が学びを実感できる場

の設定 

令和４年度  

香美市立大栃小・中学校 

物部未来学 
生活科・総合的な学習 

全体計画 

 

 

                                                    

                                                      

 

 

  

               

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合的な学習の時間の目標】 

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ことができるよう,以下のとおり資質・能力を育成する。 

知識及び技能  思考力，判断力，表現力等 学びに向かう力，人間性等 

地域に関わる探究的な学習過程において,課題解決

に必要な知識及び技能を身に付けるとともに,地域の

特徴やよさに気付き,それが人の努力や工夫によって

支えられていることに気付く。 

地域の人・もの・ことから問いを見いだし,その解決

に向けて得た情報を基に考えたりする力を身に付け,

根拠をもってまとめ・表現する力を身に付ける。 

地域の人・もの・ことについて主体的・協働的に取り組む探究的な学

習の過程を通して,互いのよさを生かしながら自己の生き方を見つめ,振

り返り,社会に参画しようとする態度を育てる。 

ステージ Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 

学 年 小１・２年生 小３・４年生 小５・６・中１年生 中２・３年生 

探究課題 
主な生活科の

内容 

物部の人・もの・ことと出会い，よさや

大切さに気付き，かかわりあうことを楽

しむ。 

物部の人・もの・ことと関わり，価値・意味・考え方・

行動についての学びを広げる。 

 

物部の人・もの・ことのもつ意義や課題とその発展や

解決に向けた行動・取組等から学びを深める。 

地域活性化のために取り組んでいる物部の人々や組

織と関わり，豊かな地域社会の創造や未来設計の課

題解決のために行動する。 

テーマ 

 

見たい！しりたい！やってみたい！ 

げんきいっぱい ものべっ子たい 

物部すき とことん大発見！ 

～神池をにぎやかに え顔ひろげる大作戦～ 
われら物部っ子調査隊  

～物部の人・もの・ことに関わりtie～ 

地域貢献プロジェクト 

大切にする

物部の視点 

 

●地域の高齢化 ●豊かな自然と課題  ●歴史・文化・くらし ●地域に貢献している人 ●地域の活性化  ●物部の未来 
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・ふるさとには何があるか，それがどの

ような関係にあるか気付く。 

・活動や体験を通して，習慣や技能を身

に付ける。 

・自分自身の成長に気付く。 

・ふるさとには何があるか，その特徴がわかる。 

・情報を比較・分類するなど，探究の過程に応じた技

能を身に付ける。 

・ふるさとやその他の国や地域で暮らす人々やその土

地の良さがわかる。 

・情報を比較・分類・関連付けるなど，探究の過程に

応じた技能を身に付ける。 

・ふるさとと社会や世界との関わりがわかる。 

・情報を比較・分類・関連付け・多面的に見るなど，

探究の過程に応じた技能を身に付ける。 

思
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力
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・ふるさとに関心をもつ。 

・身体全体でふるさとと関わる。 

・すすんでふるさとに働きかける。 

 

・違いに気付いたり良さを生かしたりし
て他者と関わり合い，試したり予測し
たりして創造する。 

 

・比較したり分類したりして対象を捉え
る。 

 

・まとめたものを相手に伝えたり，交流
したりして，表現する。 

 

・活動や体験をふり返り，生活に生かそ
うとする。 

・自分の関心からふるさとについての課題を設定
し，解決方法を考えて追究する。（課題の設定） 

 

 

・教師の支援により手段を選択し，情報を収集する。          
（情報の収集） 

 

・問題状況における事実や関係を，事象を比較した
り分類したりして理解し，多様な情報の中にある
特徴を見付ける。       （整理・分析） 

 

・相手に応じてわかりやすくまとめ，表現する。         
（まとめ・表現） 

 

・学習したことをふり返り，生活に生かそうとする。             
（ふり返り） 

・ふるさとやその他の国や地域の思いをふまえて課
題を設定し，解決方法や手順を考え，見通しを持
って追究する。        （課題の設定） 

 

・自分なりの手段を選択し，情報を収集する。 

（情報の収集） 

 

・問題状況における事実や関係を，整理した情報を
関連付けて理解し，多様な情報の中にある特徴を
見付ける。          （整理・分析） 

 

・相手や目的，意図に応じてわかりやすくまとめ，
表現する。         （まとめ・表現） 

 

・学習の仕方をふり返り，学習や生活に生かそうする。            
（ふり返り） 

・ふるさとと社会や世界との関わりを考えて課題を
設定し，仮説を立てて検証方法を考え，追究する。                           

（課題の設定） 

 

・目的に応じて手段を選択し，情報を収集する。 

（情報の収集） 

 

・複雑な問題状況における事実や関係を，事象を比
較したり因果関係を推論したりして理解し，視点
を定めて多様な情報を分析する。（整理・分析） 

 

・相手や目的，意図に応じて論理的に表現する。        
（まとめ・表現） 

 

・学習の仕方や進め方をふり返り，学習や生活に生
かそうとする。        （ふり返り） 
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・自分のよさや可能性を生かして，意欲
と自信をもって生活しようとする。 

 

・身近な人々やふるさとに関わり，集団
や社会の一員として適切に行動しよう
とする。 

 

・身近な自然と関わり，自然を大切にし
たり，遊びや生活を豊かにしたりしよ
うとする。 

 

 

・課題の解決に向けて，探究活動に取り組もうとす
る。               （主体性） 

 

・自分のよさや自分のできることに気付き，課題解
決に向けて取り組もうとする。   （自己理解） 

 

・探究的な課題解決の楽しさを味わい，次の課題に
取り組もうとする。        （内面化） 

 

・課題解決に向けて，身近な人と協働して探究活動
に取り組もうとする。       （協働性） 

 

・自分と異なる意見や考えがあることを知り，探究
活動に取り組もうとする。     （他者理解） 

 

 

・自分とふるさととのつながりに気づき，ふるさと
の活動に参加しようとする。    （地域貢献） 

・課題の解決に向けて，探究活動に進んで取り組も
うとする。            （主体性） 

 

・自分らしさを発揮して探究活動に向き合い，課題
解決に向けて取り組もうとする。 （自己理解） 

 

・探究的な課題解決の経験を自信につなげ，次の課
題へ進んで取り組もうとする。   （内面化） 

 

・課題解決に向けて，他者と協働して探究活動に取
り組もうとする。         （協働性） 

 

・異なる意見や他者の考えを受け入れながら，探究
活動に取り組もうとする。    （他者理解） 

 

 

・自分とふるさとやその他の地域との関わりを考え
ながら，進んで様々な活動に参加しようとする。                   

（地域貢献） 

・課題に誠実に向き合い，解決に向けて探究活動に
進んで取り組もうとする。   （主体性） 

 

・自分のよさを生かしながら探究活動に向き合い，
責任をもって探究活動に取り組もうとする。 

（自己理解） 

・探究的な課題解決の経験を自己の成長と結びつ
け，次の課題へ積極的に取り組もうとする。 

（内面化） 

・課題解決に向けて，互いの特徴を生かして協働的
に探究活動に取組もうとする。 （協働性） 

 

・異なる意見や他者の考えを受け入れながら，探究 

活動に向き合い，互いを理解しようとする。 

（他者理解） 

 

・ふるさとと自分・社会や世界との関わりを考えな
がら，積極的に様々な活動に参加しようとする。                    

（地域貢献） 

【指導方法】 

・物部未来学と各教科等の双方向の指導の重視 

・個に応じた指導の工夫 

・効果的な思考ツールの活用 

・児童・生徒の思いや願いを生かす授業 

・言語により整理分析したり，まとめ・表現し

たりする学習の重視 

【地域の実態】 

・自然が豊かである 

・少子高齢化が進んでいる 

・学校教育に協力的である 

【指導体制】 

・保小中の一貫を意識した指導 

・教員相互の協働,支援体制の構築 

・地域の関係機関との連携 

・地域の教育資源を教材化 

 

【外部人材の活用】 

・物部の「人・もの・こと」 

・学校運営協議会・地域学校協働本部 

・地域コーディネーター 

・地域支援員（物部支所） 

 

 

 

 

 

【児童・生徒の実態】 

・素直である 

・郷土への愛着心がある 

・コミュニケーション力やチ

ャレンジ力に課題がある 

【学校教育目標】 

小学校：ふるさとを愛し，自ら学ぶ子どもを育てる。   中学校：主体的に学び，主体的に行動できる生徒の育成 

【生活科の目標】 

具体的な活動や体験を通し

て,身近な生活に関わる見

方・考え方を生かし,自立

し生活を豊かにしていくた

めの資質・能力を育成す

る。 

【よってたかって教育で創る 探究あふれる学園都市 香美市】 

郷土を愛し、未来を拓く人づくり   ～学び、つながり、未来を拓く～ 

【香美市めざす人の姿】 

◇主体的でチャレンジ精神を持つ人（自主）              ◇様々なつながりで学び、協働できる人（協働） 

◇学びから新しいものを生み出す意欲を持ち行動する人（創造）     ◇郷土に愛着を持つ人（郷土） 

 

【保護者・地域の願い】 

・グローバル社会で通用する学力,探究

心の向上 

・豊かな心の育成 

・協働して生きていく力の育成 

・郷土を愛し,貢献する力の育成 

 

 

 

 

 

 

【育む力】        【めざす子ども像】 

○郷土愛          地域愛をもち,物部の良さに気づき,地域に貢献することができる子ども 

○チャレンジ精神      主体的に何事にも挑戦し,粘り強く物事に取り組むことができる子ども 

○コミュニケーション力   挨拶ができ,人の考えを聞き,自分の考えもしっかり伝えることができる子ども 

○自尊感情         自分や他人を大切にでき,自分自身に誇りをもつことができる子ども 

○学力向上         基礎的,基本的な知識や技能を身に付け、課題解決のために探究できる子ども 

【学習の評価】 

・子どもの自己評価,相互評価  

・個人の変容を重視した個人内評価 

・指導と評価の一体化 

・発達段階に応じた振り返りの場の充実 


