
総合６年

第６学年 総合的な学習の時間 平成２２年度 年間指導計画

◎本校の総合的な学習の時間（ＥＳＤ活動）の目標

身近な自然を通して、自然の不思議さ、大切さ、自然と人間との関わり方を考えることで、人間も地

球に住む生き物の一員であるという考え方を養い、自然や生命に対して、思いやりと優しさをもって行

動しようとする態度を育てる。

◎総合的な学習の時間（ＥＳＤ活動）で身につけさせたい児童の力

a.自分で感じ、考える力 b.問題の本質を見抜く力/批判する力

c.気持ちや考えを表現する力 d.多様な価値観を認め、尊重する力

e.他者と協力してものごとを進める力 f.具体的な解決方法を生み出す力

g.自分が望む社会を思い描く力 h.地域や国、地球の環境容量を理解する力

i.自ら実践する力

◎総合的な学習年間時数（総時数 ７５時限）

・情報関係…１０時限（別表）

・「朝日の森とエネルギー問題」…６５時限

テーマ 「朝日の森とエネルギー問題」

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

エ ・エネルギー問 ＜エネルギー問題って何だろう＞ 関意態温暖化問題に 【理科 地球と生き物の

ネ 題に関心を持 ・理科の学習で学んだ、人々の生活 興味関心を持つ（発 暮らし】

ル つ にはエネルギー資源が不可欠であ 言・行動観察） ●生き物が豊かに暮らせ

４ ギ ・エネルギー問 ることを想起する 思・技資料からエネ る環境に対する理解。

ー 題が朝日に暮 ・エネルギーとは何かを理解する ルギー資源の消費量 【道徳 サケの一生】

問 らす人々の暮 ・昔と今のエネルギーの消費を比べ の違いを読み取るこ ●自然の偉大さを知り、

題 らしや自然に て、現在の消費量が非常に多いこ とができる（発言・ 自然環境を大切にしてい

っ も関係してい とを理解する ワークシート） く態度。

て ることを理解 ・エネルギー問題とは何かを考える 内容エネルギー問題

何 する ・エネルギー問題が進むと朝日どう が朝日の人々の暮ら

だ なるのかを考える しや自然に影響を及

ろ ・石油や石炭といったエネルギー資 ぼしていることを理

う 源の消費が温暖化にも結びついて 解する（発言・ワー

６ いることを理解する クシート・行動観察）

エネルギー問題は私たちの生活

に深く結びついていることが分

かったよ。問題を解決するため

にはどうすればいいのだろう。

５ ≪エネルギー問題から朝日を守るに

はどうすれば良いのだろうか≫
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わ ・温室効果ガス ＜わたしたちにできることは何だろ 思・技エネルギー問 【国語 生き物はつなが

た をどうすれば う＞ 題への取り組みを社 りの中に】

し 減らすことが ・５年生の社会科をもとに、 会の学習と絡めて考 ●生き物が環境や時間と

た できるのか考 （１）１人１人ができること えることができる つながった存在であるこ

ち える （２）みんなでできること （発言・ワークシート） とを理解する。

が ・実際に削減の を考える 【国語 学級討論会をし

で ために実践す よう】

き る （１）１人１人ができることを学校 ●討論会の進行方法を理

る や家庭で取り組む 解し、自分の考えをはっ

こ ・みどりの小道を活用し、エネル 関意態省エネの実践 きりさせて参加し、他の

と ギー問題について知ったこと、 を意欲的に行ってい 人と比べながら聞く。

は 調べたこと、体験したこと、学 る。（発言・行動観察） 【国語 森へ】

何 んだことを記録していく（５月 表現学習の様子や知 ●環境に対するイメージ

だ ～８月） ったことを文や図を の豊かさやそれを表現す

ろ ・県民エコライフ大作戦に取り組 用いて記録している る力。

う み、期間中にどれぐらい省エネ （発言・ワークシート 【算数 概数で計算しよ

６ 22 に取り組めるか挑戦してみる ・行動観察） う】

（１２月～１月） ●積や商を概数で見積も

（２）みんなでできることを考え、 る方法。

共に行動していく 関意態省エネを全校 【算数 ならして比べよ

・全校児童で取り組めることを児 や地域に積極的に呼 う】

童会で紹介し、みんなで省エネ びかけている（発言 ●平均値の求め方や平均

に取り組むように呼びかける ・ワークシート） から全体量を求める方

・全校児童や保護者、地域に緑の 関意態どんでんの森 法。

募金活動への協力を呼びかける の整備作業を意欲的 【理科 動物のからだの

（５月） に行っている。（発 はたらき】

・エネルギーと森林との関係につ 言・行動観察） ●人や動物が生きていく

いて、ゲストティーチャーと考 思・技森林とエネル ために必要なものへの理

える ギーとの関係を昔の 解。

・下草刈りや枯れ木集めなどの森 暮らしと関連させて 【理科 植物のからだと

林整備活動に取り組む（６月～ 考えている（発言・ はたらき】

１１月） ワークシート） ●植物の光合成による酸

７ ・どんでんの森の枯れ木を使って、内容エネルギーの消 素・二酸化炭素の発生へ

薪作りに取り組む 費をどうすれば減ら の理解

・薪を使って、調理実習に取り組 すことができるのか 【道徳 ごみ出しまかせ

む（家庭科） 考え、実際に削減の て】

（３）金沢市や石川県の取り組みを ために実践している ●身近な集団の中で、自

調べる （発言・ワークシート 分の役割と責任を果たす

・いしかわ学校版環境 ISO に取り ・行動観察） 実践意欲と態度。

９ 組み、結果をインターネットで

発信したり、他校に共に取り組

むように訴える

・わたしたちにもできることが
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たくさんあったよ。いしかわ

学校版環境 ISO にはこれから

も取り組んでいこうね。

・森の恵みを活かすことがエネ

ルギー問題の解決につながっ

ていたよ。

・金沢市も低公害車を導入した

り、バイオマスストーブを広

めたりしていたよ。

・他の地域や国ではどんな取り

10 組みをしているのかな。

他 ・他の地域や国 ＜他の地域や国はどんな取り組みを 関意態他の地域や国 【国語 みんなで生きる

の の取り組みに しているのか＞ の取り組みに興味関 町】

地 ついて調べた ・1 人１地域を調べ、①どのような 心を持つ ●読み手に提案内容が伝

域 り、お互いの 取り組みをしているか、②どのよ （発言・行動観察） わりやすいように組み立

や 実践を交流し うな結果が出ているかを調べ、紹 思・技調べた土地の てを工夫してまとめる。

国 たりする 介しあう 取り組みが地域の環 【理科 生き物のくらし

は ・調べた地域とメール等で交流をも 境と結びついている と環境】

11 ど ち、お互いの実践を紹介しあう ことに気付くことが ●人や動物、植物と空気、

ん ・調べた取り組みのうち、取り組め できる。 水、食べ物との関係に対

な るものに挑戦してみる （発言・行動観察） する理解。

取 内容様々な地域や国 【道徳 助け合って生き

り ・いろんな地域や国がそれぞれ がそれぞれに合った る】

組 に合った方法でエネルギー問 方法でエネルギー問 ●勤労の意義を理解し、

み 題解決のために活動している 題の解決のために活 進んで社会のために役立

を んだね。交流を通していろん 動していることを理 とうとする心。

し なことが分かったよ。 解している 【社会 世界の平和と日

て ・いよいよ学習発表会だ。これ （発言・行動観察） 本のやくわり】

い までに学んだことを分かりや ●環境問題に対する日本

る すく伝えて、みんなにも問題 の役割についての理解。

の 解決のために協力してもらお 【理科 人と環境】

か う。 ●人と空気、水、植物な

10 どとの関わりとその結

果、地球に及ぼす影響へ

の理解。

問 ・これまでの学 ①伝えたいことを話し合う 関意態エネルギー問 【道徳 ぺエスケ】

12 題 習や実践を相 ・エネルギー問題とは何か 題のことを分かりや ●自然の偉大さを知り、

解 手に分かりや ・１人１人ができること すく伝えようとして 自然環境を大切にしてい

決 すく伝えるこ ・みんなができること いる。（発言・行動観 く態度。

の とができる ・森とエネルギーの関係 察） 【道徳 コタンに生きる】

た ・金沢市や石川県、日本、世界の 思・技相手にわかり ●自然がもつ、人間の力

め 取り組み紹介 等 やすく表現できるよ を超えた摂理や力への畏

に ②どんな方法で伝えればよいか、効 うに工夫している。 敬の念や感動する心。
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呼 果的な表現方法を考え、準備する （発言・パワーポイン 【国語 どんなとき、だ

び パワーポイント 模造紙 ト・模造紙・行動観察）れに】

か 実演 実物を見せる 映像 等 表現朝日の環境の現 ●相手や場面によって言

け ・場に応じた声で最後までしっかり 状が伝わるように表 葉を使い分ける。

よ 話すように発表の練習をする 現することができて

う ・お互いの発表を聞き合い、アドバ いる。（発言・パワー

12 イスし合う（学習発表会や他校と ポイント・模造紙・行

の交流を活かす） 動観察）

内容これまでの学習

みんなに朝日の自然を守るため や実践を相手に分か

の協力を呼びかけることができ りやすく伝えること

たよ。いよいよ卒業制作を始め ができる（発言・パ

よう。省エネにつながるような ワーポイント・模造紙

ものを森の恵みや使い古しのも ・行動観察）

のをうまく活かして作ろう。

省 ・使い古しのも ・卒業制作を行う 関意態木材などの山 【国語 自分の考えを発

1 エ のや森の恵み ①下の学年の児童に役立ちそうなも の恵みに興味関心を 信しよう】

ネ を活かした卒 のを考える 持つ。（発言・ワーク ●要旨をまとめる際に材

卒 業制作に取り ②森の恵みには何があるか考える シート・行動観察） 料を選ぶ。

業 組む ・材木 表現森の恵みを活か ●自分の考えを明確に表

制 ・葉や実 した物作りについて すための効果的な文章の

２ 作 ・山菜 絵や言葉で表現して 組み立て方。

に ・燃料 いる。（発言・ワーク 【国語 今、わたしは、

取 ③これらの材料に使い古しのものを シート・行動観察） ぼくは】

り 加えて、卒業制作に取り組む 内容環境の保全と豊 ●伝えたいことをまと

組 かな生活が両立した め、それがよく伝わるよ

も ・学習してきたことをホームページ これからの朝日地区 うな話のまとめ方。

う にまとめる をホームページ上で 【算数 立体のかさの表

19 考えている。 わし方を考えよう】

エネルギー問題は、私たち一人 （発言・ワークシート ●具体物をおよその形で

一人が生活の仕方を工夫すれば ・行動観察） 捉え、体積を求める力。

解決していけることが分かった 【算数 割合の表わし方

よ。朝日の自然を守るために、 を考えよう】

これからも省エネ生活に励んで ●比の性質を用いて、比

いこう。 のもう一方の量を求める

力。

【道徳 母チンパンジー

の悲しみ】

３ ●自然を愛護し、やさし

い心で動植物を愛する

心。


