
総合４年

総合的な学習 第４学年
◎総合的な学習年間時数（総時数６５時限）

・情報関係…１０時限（別表）

・「朝日の自然」「日本の宝 竹」…５５時限

テーマ 「朝日の自然」「日本の宝 竹」

月 単元名 目 標 学 習 内 容 評価規準
他教科等との関連

●つけたい力

小 ・朝日校区の春 ・小窪コースを歩きながら、春を感 関意態 春の自然の 【理科 】

窪 の自然の様子 じる自然を見つけ、１年間観察す 様子に興味関心を持

コ に興味を持 る場所を決める。 つ。(行動観察) 【道徳 子牛が生ま

ー ち、学習の見 ・自分が決めた春の場所を絵や文で 表現 春らしさを表 れた アゲハが誕

４ ス 通しを持つ。 まとめる。 現している。 生した】

春 (観察記録) ●自然のすばらしさ

５ ４ や不思議さを知り、

自然を大切にする心

情。

（タケノコほり集会にて） 【タケノコほり集会】

・竹の生態を観 ・タケノコほり ●地域に愛着を持つ

察調査し、自 ・たけのこなべ 【理科 あたたかく

然の不思議さ ・竹のカップ作り なると】

竹 を感じる。 《タケノコは、どのようにして竹に 関意態 竹の生長に ●暖かさが増すと、

の なっていくのだろう》 ついて関心を持って 生き物の様子が変化

６ 不 ・エリアを決め、タケノコ観察を続 いる。(行動観察) することに気づく。

思 ける 表現 エリア内のタ 【算数 変わり方を

議 ・タケノコの輪切り観察 ケノコの数や高さを 見やすく表そう】

10 ……６０個ぐらいの節がある。 調べ成長具合を記録 ●身の回りの事象の

これが竹の節になるのかも している。 変化の様子を表すの

・竹の根の観察 (観察記録) に適したグラフを考

……他の竹やタケノコと繋がっ 思・技 タケノコの えることができる。

ている。 節と竹の節の関係に 【国語 ４年３組か

・○ヶ月で□メートルも伸びた ついて考えを持つ。 ら発信します】

〈竹の花はいつ咲くのだろうか〉 （発言・ワークシー ●取材した事柄を相

・お年寄りに聞き取り調査する ト） 手に応じて分かりや

７ …１００年に一度花が咲き、実が 思・技 地下茎が繋 すく書いて知らせる

付くと竹林全体が枯れる。 がっている竹林、一 ことがてきる。

・竹の観察を写真や文章でまとめる。斉に枯れる竹林を一 【道徳 子牛が生ま

・発表会を開く つの命と考える。（発 れた アゲハが誕

言・ワークシート） 生した】

思・技 インタビュ ●自然のすばらしさ

ーしている。 や不思議さを知り、

(ワークシート) 自然を大切にする心

内容 竹の不思議さ、情。

自然の不思議さをま

とめている。(ワー

クシート、発言)
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小 ・春と夏の自然 ・小窪コースを歩きながら、夏の変 関意態 夏の自然の 【道徳 子牛が生ま

窪 の様子の違い 化を見つける。 様子に興味関心を持 れた アゲハが誕

コ に気づく。 ・自分が決めた夏の場所を絵や文で つ。(行動観察) 生した】

ー まとめる。 表現 夏らしさを表 ●自然のすばらしさ

ス 現している。(観察 や不思議さを知り、

夏 記録) 自然を大切にする心

４ 情。

【理科 あつくなる

と】

●季節が変わると生

き物が変化すること

９ に気づく。

・茶室の写真から竹製品を見つける。

竹 ・竹は、大変役 〈竹をもとに作られたものを探そう〉 関意態校区の環境に 【国語 新聞記者に

の に立つすばら ・インタビュー、書籍、インターネ 目を向け、進んで調 なろう】

利 しい植物であ ットで調べる。 べようとする。 ●新聞に取り上げる

用 ることに気づ ・タケノコとして…料理家に聞く (観察記録) 話題を選んで取材し、

３ く。 ・笹として 抗菌、飾り 思・技竹について調 正確に伝えるために

・大昔より、人 ・竹として べる方法を考える。 必要な事柄を集める

々は、生活に 道具 物干し竿、物差し、筆 （発言・ワークシー ことがでる。

竹を利用する 耳かき、串、箸、提灯 ト） 【国語 生活を見つ

工夫してきた 籠、箕、ざる、柄杓 表現 竹のすばらし めて】

ことに気づ 建築 竹垣、土塀、壁、天井 さを自分なりの方法 ●日常生活から疑問

10 く。 ししおどし 床の間 で表現できる。 を見つけ、調べてわ

おもちゃ 剣玉、竹馬、たこ (ワークシート、 かったことをまとめ

スキー、スケート 発表資料) て、クラスの友達に

楽器 尺八、水笛、笙、篠笛 内容竹が日本文化と 伝える。

龍笛、木琴 して息づいてきたこ 【国語 「伝え合う」

竹炭 消臭、湿気取り、ご飯、 とがわかる。(発言、ということ】

切り花の保存、入浴剤、 ワークシート) ●「手と心で読む」

水の浄化 を読んで、もっと知

竹作液 アトピーに りたいことや確かめ

たいことを出し合い、

課題をもって調べる

ことができる。

・もの作りを通 〈竹を使ってもの作りをしよう①〉 関意態 もの作りに 【道徳 日本発 世

も して竹のすば ・竹炭を作る。 興味を持ち、意欲的 界行き】

の らしさを実感 ・竹炭の効果を確かめる実験をする に実験や、もの作り ●日本文化のすばら

作 することがで 消臭、湿気取り、ご飯、入浴剤、 を行っている。 しさを知り、それを

り きる。 切り花の保存、水の浄化 (行動観察) 大切にしようという

10 〈竹を使ってもの作りをしよう②〉 心情。

・おもちゃを作る。

…地域の大工さんに習う

・水笛や木琴など楽器を作る。

11 …音楽家に音程を見てもらおう

小 ・夏と秋の自然 ・小窪コースを歩きながら、秋の変 関意態 秋の自然の 【道徳 子牛が生ま

窪 の様子の違い 化を見つける。 様子に興味関心を持 れた アゲハが誕
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コ に気づく。 ・自分が決めた秋の場所を絵や文で つ。(行動観察) 生した】

ー まとめる。 表現 秋らしさを表 ●自然のすばらしさ

ス 現している。 や不思議さを知り、

秋 (観察記録) 自然を大切にする心

４ 情。

【理科 すずしくな

ると】

12 ●季節が変わると生

き物が変化すること

に気づく。

発 ・竹の学習し ・伝えたいことを話し合う。 関意態 竹の良さを 【道徳 日本発 世

表 たことを自分 ・どんな方法で伝えればよいか、効 進んで伝えようとし 界行き】

会 なりの方法で 果的な表現方法をグループで話し ている。(行動観察) ●日本文化のすばら

準 表現し相手に 合い、準備する。 思・技 発表の仕方 しさを知り、それを

備 伝えることが パワーポイント 模造紙 を考えわかりやすく 大切にしようという

４ できる。 実演、実物を見せる、演奏 表現できるように工 心情。

（学習発表会 ・場に応じた声で最後までしっかり 夫している。(ワー

にて） 話すように発表の練習をする。 クシート、発表資料)

・お互いの発表を聞き合い、アドバ 表現 竹の良さが伝

イスし合う。 わるように表現する

ことができている。

(ワークシート、

発表資料)

内容 竹の良さに自

分なりに気づいてい

る。 （発言・ワー

クシート）

・朝日校区の竹 〈朝日の竹林の様子を調べよう〉 関意態 朝日校区の 【社会 ごみの処理

朝 林の現状をに ・たくさんの竹が倒れ、ゴミが散乱 竹林の現状に危機感 と利用 水はどこ

日 気づき、竹林 していることに気づく を持つ。（発言・ワ から】

１ の の役割と現在 〈朝日竹林は。これでよいのだろう ークシート） ●環境問題に関心を

竹 の問題点に気 か〉 もち、自分にできる

林 づく。 ・ゲストティーチャーに、里山とし 内容 朝日校区の問 ことを実行しようと

４ ての竹林の役割と現状について話 題点に気づく する。

を聞く。 (ワークシート) 【道徳 ぼくたちの

・朝日校区の竹林を守るために、何 手で環境を守りたい】

ができるか、考える。 ●環境の守り手は自

分であることに気づ

き、地域社会の環境

保全に積極的に関わ

２ ろうとする態度。

小 ・秋と冬の自然 ・小窪コースを歩きながら、冬の変 関意態 冬の自然の 【道徳 子牛が生ま

窪 の様子の違い 化を見つける。 様子に興味関心を持 れた アゲハが誕

コ に気づく。 ・自分が決めた冬の場所を絵や文で つ。(行動観察) 生した】

ー まとめる。 表現 １年間の変化 ●自然のすばらしさ

ス ・１年の変化をまとめる。 をわかりやすくまと や不思議さを知り、

冬 ・自然の１年間 めている。(ワーク 自然を大切にする心
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６ の変化の様子 シート) 情。

に気づく。 【理科 寒くなると】

●季節が変わると生

き物が変化すること

に気づく。

竹 ・自分たちが学 ・竹の活動をふりかえる。 関意態わかりやすく 【道徳 日本発 世

３ の 習してきた竹 ・竹のことをどんな形でまとめるか 伝えるために進んで 界行き】

発 についてわか 考える。 工夫している。(行 ●日本文化のすばら

信 りやすく工夫 ・だれにどんなことを伝えるのか考 動観察) しさを知り、それを

６ してまとめる え内容や伝え方を工夫する。 思・技 自分の思い 大切にしようという

ことができ ・仕上がったものを読み直して読み をわかりやすく伝え 心情。

る。 手にわかりやすい文章になってい るための工夫を考え

・竹のまとめを るか確かめる。 ている。(ワークシ 【道徳 ぼくたちの

生かして竹の ・発表の練習をして、みんなの前で ート、発表資料) 手で環境を守りたい】

良さと、より 発表する。 表現 学習したこと ●環境の守り手は自

よい里山の姿 ・パソコンでまとめ他ものを発信す をわかりやすくまと 分であることに気づ

を発信して他 る。 めることができる。 き、地域社会の環境

の人に伝える (ワークシート、発 保全に積極的に関わ

ことができ 表資料) ろうとする態度。

る。 内容 竹の良さとよ

りよい里山の姿をま

とめ発信することが

できる。(ワークシ

ート、発表資料)


