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第６学年 総合的な学習の時間 学習指導案 
指導者  赤松 広志 

 
１．日  時   平成３０年６月２７日（水） 
 
２．学年・組   ６年風組（男子１２人 女子１１人 計２３人） 
 
３．小単元名   千手川を探ろう 
 
４．小単元目標 

〇千手川とその周辺の地域は、今もまだ豊かな自然が残り、そこには多様な生物が生息していたり、自

然と共に生活を営んでいる人々がいたり、またその自然や墓の谷参拝を目的に多くの人々が訪れたり

している魅力ある場所であることに気付く。（地域） 
 
５．この小単元で育てたい資質・能力，評価規準 

知識・技能 概念的知識 
千手川とその周辺の地域に、多くの生物や人々が集

まる理由は、自然や歴史、またそこに集まる生物へ

の魅力であることが分かる。（関係性） 

思考力・判断力・表現力 

課題発見 
千手川とその周辺の地域に関わる「人・もの・こと」

に疑問をもって、目的をもって探検に行く。 

情報収集 
千手川についての疑問を解決するため、人にインタ

ビューしたり、生き物を捕まえて観察しようとした

りすることができる。 

学びに向かう力・人間性

等 

主体性 
 
 
 
 
協働性 

自分自身に関わること 他者や社会に関すること 
千手川に関する疑問を

もち、解決するために

目的をもって探検に出

かけたり、積極的にイ

ンタビューをしたりす

ることができる。 

目的が同じグループに分

かれ、協力して情報を集

めたり、意欲的に情報交

換しようとしたりするこ

とができる。 

 
６．指導にあたって 

（１）６年風組の子ども達 

 本学級の子ども達は、活動的な子が多い。野球やダンス、水泳などスポーツを習っている子が多いこ

ともあるが、生き物係の提案で千手川に生き物を捕まえに行った際に、ほとんどの子が川岸を駆け回っ

たり、裸足になって川に入ったりしている姿から、体をおもいきり動かして活動することが好きな子ど

も達だと感じている。また活発ではないものの、知的好奇心が高く、読書が好きな子や、手先が器用で

切り絵や絵を描くことで力を発揮する子もおり、個性豊かな子ども達である。 
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授業では、語彙が豊富であったり、自分自身の経験とつなげて考えを言えたりする子が中心になって

学習を主体的に進めようとする一方で、しっかりした考えをもっていてもなかなか発言につながらない

子、人前ではほとんど話ができない子もおり、子ども同士が学び合う授業を展開するにはまだまだ課題

がある。また学習内容の定着に課題をもつ子も多く、自信のなさから発言に至らないという実態もある。

４月から、朝の会でミニ討論会をしたり、ペアやグループで説明し合う活動を多く取り入れたりして、

徐々にではあるが、自分のもっている今の考えを学級の仲間に伝え、友達と学び合うことは大切なこと

だという意識をもつようになってきた。 
 総合的な学習の時間では、これまで俳句や動画を作ったり、太鼓を演奏したりと活動的な学習を多く

経験している。その過程で身に付けた知識や技能が、教科の学習（例えば国語科の短歌作りなど）でも

発揮されている。本学級の子ども達の実態からも、このように体験を通して得ることのできる実感の伴

った知識を身に付けることが子ども達の自信につながるのではないかと考えている。そこで今年度の総

合でも、「体験活動の充実」をキーワードにして、単元を計画していきたいと思っている。 
（２）学習材・単元について 

 千手川は、地域を流れる紀の川の支流である。上流にはきれいな水に生息するといわれる魚や水生昆

虫が多く生息しており、それらの生物を求めてカワセミやオオルリといった鳥たちも多く集まっていて、

人の手が加わっていない自然のままの姿を多く残す川である。また千手川沿いを上流に向かって進んで

いくと、出世不動、牛神さん、墓の谷といった地域の歴史ともつながる史跡が残っている。これらの史

跡や自然、生物を求めて毎日多くの人が訪れている。 
子ども達の一部は、千手川で魚を捕まえたり、６月頃に出現するホタルを鑑賞したりという経験があ

る。しかし、出世不動あたりまでも行ったことがないという子や遊んだこともないといった子が大半で

あり、本校勤務６年目であるが、転勤当初受け持った子ども達と比べても生活になじみがなくなってき

ていることを感じている。 
子ども達にとって興味の強い千手川の生き物を調べることから、水質を知り、そして何度も千手川を

訪れるうちに出会う人々と関わることで、地域に流れる川やその周辺地域がとても魅力的な場所である

ことに気付いたり、周辺に住んでいる方々にインタビュー調査として関わることで地域の人の温かさに

触れたりできるのではないかと考えている。そうして実感をもって感じた地域の魅力が、地域への愛着

につながることを願っている。 
（３）子どもが本気で学ぶ姿を具現化するための手だて 
・体験活動の充実  

上述したように、「体験活動の充実」を大切にして、単元を進めていきたい。年間の単元の導入部で

ある、本小単元では、活動の時間を十分に確保し、千手川という学習材にたっぷり浸らせたいと考え

ている。子ども達は、この期間に、身近な学習材である千手川での活動に没頭することで、学習材が

生活から遠くなっていっても、常に自分達の生活に近い千手川とつなげて、自分事としての学習を展

開できるのではないかと考えている。 
・活動の可視化 
  子ども達自身が、常に自分達の活動を意識したり、具体的な場面を想起して振り返ったりできるよ

うに、子ども達の活動を可視化することを大切にしたい。年間の単元を貫いて表現活動に取り組むこ

とで、自分達の発見や疑問を解決して出た答えを、学習材の魅力として表現させていきたい。本単元

でも、常時活動として教室後方に千手川ＭＡＰを作成させる他、活動の様子を写真や動画で記録させ、
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話し合い場面でも視覚情報を提示して意見を交流させるようにしたい。また活動の可視化が体験活動

の充実にもつながることを期待している。 
 
７．単元の全体構想（全７０時間） 

〇単元名    川がつなぐ水とくらしと人の思い 
〇単元目標    

・川の生物や水質調査、川に関わる生活や仕事をしている人々の生き方を通して、地域にある千手

川や和歌山県を横断する紀の川に対しての愛着を深めることができる。（地域） 
・今と昔では、川の水環境が変化しており、そこには人々の生活や環境保全についての努力が関わ

っている。（環境） 
・川に関わって生活する人々や、学習の過程で出会う人々との関わりを通して、それらの人々や自

分自身の生き方について考えることができる。（キャリア） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８．小単元の指導計画 

学習活動 評価する資質・能力 教科等との関係 
・千手川探検①～千手川に行ってみよう～（２） 
・千手川に行って発見したことや、疑問に思ったこと

を話し合おう（１） 
・学校の中にある千手川の学習の足跡を探そう（１） 

・課題発見 
・課題発見 
 
・情報収集 

 

・千手川探検①～出世不動のヒミツを探ろう～（２） 
・生き物観察会をしよう～千手川にはどんな生き物が 

いるのだろう～（２） 
・千手川探検②～水はどこから来ているのだろう～

（５） 

・情報収集 
・協働性 
・主体性 
 

 
・理科「生き物

はつながりの

中で」 

・千手川探検で分かったことを話し合おう（１） 
・千手川の魅力は何だろう（２/２本時） 
・千手川の○○を夏祭りで展示しよう（０＋１） 
（＋αは小単元「千手川の魅力を PR」としての配当

時間） 

・概念的知識 
・概念的知識 

 

 

自分達の住む和歌山県・和歌山市・六十谷のいいところを話し合おう       １時間 

千手川を探ろう                      １６時間 

紀の川を探ろう                      ２４時間 

子ども会議で自分達の学びを伝えよう             ３時間 

自分達が地域や川のためにできることは何かを考え、実行しよう ６時間 

・千手川の魅
力を PR 
８時間 

・紀の川の魅

力を PR 
１２時間 

・
調
べ
て
分
か
っ
た
こ
と

を
、
地
図
・
〇
〇
に
し

て
い
こ
う
（
０
＋
７
） 

・千手川○○を夏祭りで展示しよう（０＋１） 
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９．本時について 

（１）本時の目標 

 ・千手川の魅力についてまとめた映像作品のキャッチコピーを考えることを通して、これまでの体験

から感じた千手川の様々な魅力に気付くことができる。 
（２）本時の展開 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 習 活 動  〇 留意点 ☆評価【評価方法】  

・本時の課題を確認する 

 

 

 

・課題について話し合う 

 自然豊かな川 

  水がきれいで、周りにも緑が多い。 

 生き物がたくさん集まる川 

  魚だけではなく、鳥やホタル、イノシシなどの野生の生

き物がたくさん生息している。 

歴史のある川 

  出世不動や墓の谷などの史跡が多い。 

 人に愛される川 

  散歩に来ていた人は、このあたりの自然が好きだだと言

っていた。 

・決まったキャッチコピーを入れてスライドショーを観る。 

 

 

・本時を振り返る。 

・映像作品を観て、これまでの活動を想起

させ。本時の課題へとつなげる。 

 

 

・様々な観点で意見を出させると共に、意

見の根拠となった体験やインタビュー

などの情報を共有させる。 

・人に関する内容まで考えている子が少

ない。これまで出会った人のことを想起

させ、その方たちの千手川や千手川沿い

への愛着に気付かせたい。 

・話し合い後半、グループでの話し合いを

通して、意見を絞らせる。 

 

 

・話し合ったことをその場で反映させる

ことで話し合いへの手応えを感じさせ

たい。 

☆千手川や千手川沿いの地域への様々な

魅力に気付いている。（ふりかえり） 

千手川はどんな川だろう～「〇〇な川 千手川」に入れる言葉を考えよう。～ 
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１０．授業記録 

T１：それでは、今まで千手川に何回行ったかお

ぼえていますか？ 
Ｃ  ：５回？ 
T２：５回行ったんだけど、千手川がどんな川か

伝わったらいいなと思います。まずスライ

ドショー見ましょう。 
T３：ということで、今日は最後の○○に入る言

葉を考えましょう。どうですか？ 
A１：私は自然がいっぱいな川がいいと思いまし

た。理由は、上流も下流も自然がいっぱい 
Ｂ１：生きものたちがいっぱいくらす川。生きも

のがいっぱい住んでいる。 
Ｄ１：自然だらけな川。千手川の周りは山で囲ま

れている。水は山から出ている。 
Ｅ１：世界に一つしかない川。色んな川を見たけ

ど、千手川みたいな川は自分的には他にはな

い。 
Ｆ１：どこまでも豊かな川。下流にはカモがいる

し、上流にはきれいな水 
T４：何匹いた？ 
C：３匹 
C：カモの巣もあった。 
T：どこにありましたか？ 
C：観音橋の下。 
T５：どうですか？次の意見 
Ｇ１：歴史のある川。１６９８年に建てられた墓

の谷。自然ていう言葉で表すのは簡単だから、

きれいで歴史のある川がいいと思う。 
T６：墓の谷言ってくれたんだけど、どんな歴史？ 
Ｇ２：昔墓の谷でお母さんが祈っていた。 
T７：昔何て言われてた？ 
Ｇ３：母の谷 
Ｈ１：天然のブランコに乗れたり、天然の水を飲

める 
C：牛神さんのところ 
Ｉ１：六十谷に住む生きものや人に必要な川。生

きものを捕まえる、水があるからカモも巣を作っ

て卵を産める 

Ｊ１：自然が豊かな川。虫とか川の生きものは和

歌山と言えば紀ノ川と言うイメージだけど、紀

ノ川は汚れているし、千手川は大自然やのにき

れい。インタビューした人に毎日来ている人

で、何で毎日来るのかと聞いたら自然がいいか

らと言っていた。 
Ｔ８：何しに来てるて言ってた？ 
Ｊ２：景色見ながらお弁当 
Ｋ１：みんなの愛が詰まった川。昔からあって今

まで残っているということは、昔から管理して

いる人がいて今でも生きもの観察ができたり

と、愛が詰まっているから今でもある。 
Ｌ１：私たちにとって必要な川。今までの総合で

もやっていて身近だし、きれいな川だと言われ

ている。 
T９：みんなにとって身近ですか？ 
C：はい 
Ｍ１：自然が豊かな川。大福の水など自然が豊か

な川じゃないとできない。 
T１０：昔から今まで残っているって言っていた

けど、○○さんも同じことを考えているよね。 
Ｎ１：守りたいと思える川。昔汚れていた話が出

ていましたよね？にっせきのおばあさんとか

も景色がきれいだから来てくれているから、汚

れないように守りたいと私自身も思っている。 
Ｆ２：世界に一つ自然に包まれているってどうい

うことですか？ 
Ｅ２：自然に包まれているということは、自然で

できているブランコとかあって、世界に一つ自

然に包まれていると考えました。 
Ｏ１：自然が多くてきれいな川。Ｊさんと似てて

紀ノ川と比べたらきれい。 
T１１：生きものがのびのびと生きていると言っ

ていましたよね。他にどんな生き物がいた？ 
C：カワムツとかドンコとかカニ 
C：カワヨシノボリ 
C：下流の方にコイもいた。 
C：カメ 
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C：毛虫とかテングチョウ。きれいやった。 
C：でっかいミミズ 
T１２：川の中だけじゃなかったよね？ 
C：イノシシ 
Ｉ２：見にくいけど、イノシシの赤ちゃんがいま

した。もう一枚の方が分かりやすい。イノシシ

に会いました。 
T１３：色んな生き物がいたね。 
T１４：いろんな生きものをひっくるめて 
Ｋ２：みんなと言うのは生きもの全体のことで、

イノシシの子どももいたし、ドンコなど珍しい

魚もいっぱいいたし、日赤から毎日来る人もい

たし、みんなに愛される川がいいと思いまし

た。 
T１５：まだ言ってない人もいるけど、新しく思

いついたのとかないですか？ 
Ｇ４：具体的にどれとは分からないけど、間接的

に考えたら分かる方が何となくいいと思いま

した。 
T１６：どう？意味わかる？ 
C：間接的？ 
T１７：考えたら分かるってどういうことかな？ 
Ｇ５：分かる言葉を使わないで、遠回りやけど何

となく分かるていうこと。 
T１８：例えば？ 
Ｇ６：自然とかすてきとかじゃない。 
T１９：そういうことか、て聞いたら分かること。

どう？いいなと思ったのある？スペース空いて

るから、いいなと思うやつの下に名前はりにおい

で。 
T２０：何人か張った人はどうしていいと思っ

た？ 
Ｐ１：自然のブランコとかいいところが分かるか

ら。 
Ｑ１：いいことがたくさん。今さっき言ったよう

に、考えたら分かることもあるし、いいことが

たくさんあるし、それを全部まとめている。 
C：上まで行くといいとこ沢山。自分たちは上ま

で行ってたくさんあることは分かる。ブランコし 

てるのは６風だけ。自分たちはいいことあった

と思うから、遠回りといっても行ってない人は

答えまでたどり着けない。 
C：見て行った人が途中で気付いて、千手川のよ

さに気付ける。 
Ｑ２：Ｇさんに質問で、しんどいと分かっていて

行く人はいるんですか？ 
Ｇ７：行ってみたらいいことあるんかな？て思う

かもしれない。 
Ｒ１：昔は汚かったけど、地域の人で頑張ってき

れいにしてるから。 
Ｓ１：上まで進んでいくと色んなものが出てきて

墓の谷だったり大福の名水だったりブランコ

だったり、自然と触れ合える。上まですすんで

いくと。 
リセット。上まで進んでいくと自然とか大福

の名水とか墓の谷とか自然も楽しめるので、上

までいくとじゃなくて、進んでいくと幸せがあ

るような感じにしたら。 
T２１：絞っていこうと思うので、５分でグルー

プごとに選んでいこう。選んだやつをホワイト

ボードに書いてください。 
～グループ活動～ 

T２２：後ろの黒板にはってください。 
T２３：１班から読みますね。（読み上げる） 
T２４：ちょっと今日のこの時間で決着つかない

かなと思います。今日はたくさん千手川につい

て考えられたなと思います。最初は、この辺が

多かったけど、最後はこの辺も出て、みんなし

っかり話し合えたんかなと思います。最後、今

日の時間で考えたことや感じたことを書いて

ください。 
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１１．実践を振り返って 

（１）本時について 

 本時では、これまでの探検で発見したものを撮りためた写真を並べて作成したスライドショーに挿入

する「○○な川 千手川」の○○に入れる言葉について話し合った。子どもたちが考える〇〇に入る言

葉は、これまでの活動から感じた千手川やその周辺の地域の魅力が出てくるのではないかと考えた。ま

た、スライドショーは夏祭りで保護者や地域の方に見てもらおうと設定することで、目的意識をもって

話し合いができるのではないかと考えていた。 
しかし本時では、子どもたち１人１人が考えた〇〇に入る言葉について、まとめたり、けずったりす

ることなく話し合い活動に入ったことで、子ども達は、多くの情報を整理できずにゴールの見えない話

し合いになってしまった。本時に至るまでの学習活動として足りないことが多くあったことが反省点で

ある。 
 一方で、本時の中で本単元に気持ちが乗っていないことから着目児に挙げた子が、「いいこといっぱ

いの川千手川」という案に対し、「これまで探検して千手川の魅力を知っている私達だから分かるけ

ど・・・。」と発言したことから、この子が千手川探検という活動を繰り返す中で学習材と自分を近づけ

て行っていることを感じた。〇〇に入る言葉を決めきれなかったことは反省であるが、この子を始め、

１人１人が地域を流れる川やその周辺についてどのように感じているか、またどのような魅力があると

考えているかを捉え直す契機となった。 
（２）単元について 

 本単元では、活動の可視化が体験の充実につながると考え、探検する際に見つけたものや出会った人

の写真を撮らせたり、地図やジオラマなどにして表現させたりしながら探究を進めてきた。このことは、

体験から生まれる疑問を解決しようと、情報収集のために探検に出かけ、そこから生まれる新たな疑問

を解決するためにさらに探検へ…、といった探究のサイクルをなぞるだけでは、子どもが切実感をもっ

て本気で学習に取り組むのかという点で不安があったための手だてとして取り組ませた。その結果、確

かに子ども達は意欲的に撮影し、さらに成果物を制作していったが、スライドショーや地図、ジオラマ

を制作することが小単元での子ども達の目的意識となってしまった。それによって、解決が簡単な浅い

疑問を調査するだけに留まり、出会った「人・もの・こと」について疑問を深め、粘り強く調査したり

考えたりといった学びを展開することができなかった点が本単元での反省点である。 
 しかし、これまでの生活の中であまり関心をもったり、関わったりすることのなかった千手川に何度

も出かけ、水に入っての活動や川沿いの散策を楽しんだり、出会った人と積極的に関わったりすること

ができたのは、本単元での成果である。それは、千手川が自分の地域を流れる魅力ある川だと捉え、愛

着をもつことが、年間を通じての探究を終えたとき、自分たちと紀の川や紀の川に関わって生活する

人々とのつながりを感じるために必要なことだと考えているためである。また成果物に関しても、夏休

みに行われた夏祭りでの展示で多くの方に見てもらったり、ジオラマの出来栄えが認められ、紀の川大

堰の１５周年を祝う式典に展示されることになったりした。子ども達にとって、

自分達の活動が他者によって認められたことは、今後の活動への意欲づけになっ

た。これから、千手川からつながる紀の川を学習材に紀の川がつなぐ人のくらし

に迫っていく。ふるさと和歌山を横断する紀の川が様々な人のくらしをつなぐだ

けでなく、人の思いをつなぐ川であることに考えを広げ、そこに自分達の思いを

つなげていこうとする子ども達の姿を期待している。 
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１２．その後の取組 

 和歌山県を縦断する紀の川を学習材に、そこに暮らす「人」に焦点をあてて学習を展開した。２学期、

千手川河口の紀の川とつながる場所を探検に行ったことから紀の川への関心が高まり、探究が始まった。   
まずは、吉野川・紀の川流域の、川の流れがもたらす「恵み」をブランド化した「紀の川じるし」の

ポスターを提示した。上流域では林業、中流域では農業、下流域では漁業に従事する「人」と、そこに

は不可欠な紀の川・吉野川の水の流れを映した、このポスターを見て、気付いたことを話し合った。子

ども達は「紀の川も千手川と同様、人の生活と関わっている。」と考え、自分達の住む地域を中流域に近

い生活だと考え、上流や下流の生活と紀の川との関わりに疑問をもった。そこで下流の和歌山市和歌浦、

上流の奈良県川上村の調査活動を行うことになった。 

       

和歌浦では、しらす漁師の横田さんと出会った。漁から帰ってきたばかりの横田さんは、新鮮な生し

らすや釜揚げしらすをごちそうしてくれた。子ども達は食べたこともないような新鮮なしらすを喜んで

食べていた。そして横田さんへの聞き取りでは、しらすをきっかけに和歌浦を盛り上げたいという思い

をもっていること、さらにしらすという地域の資源を守る活動を行っていることを知った。特に「しら

すを次世代に残していきたい。」という言葉が強く心に残ったようだった。 

          
川上村では、上流のきれいな水を下流に送ること等を掲げた川上宣言から、ここでも水という資源を

守ろうとしていることを知った。それを教えてくれた水と森の源流館館長の尾上さんが作詞した「水の

旅のはなし」から、紀の川・吉野川では、上流～下流が関わり合っているという「紀の川じるし」のテ

ーマの真意に気付いた。 

 
また川上村見学の際、村内を散策していると、アメリカから来たエリックに出会った。過疎地である

川上村での意外な出会いに子ども達は目を輝かせ、積極的にインタビューに行った。エリックは地域お
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こし協力隊として川上村に住み、活動をしているとのことだった。学校に帰って、情報を整理する中で、

地域おこし協力隊が総務省の事業で日本各地に派遣されていることを知った。そこで新たな疑問として

「エリックはなぜ川上村に来たのか？」また「川上村で実際にどんな活動をしているのか？」が生まれ

た。そこで再度エリックに話を聞きたいと、学校に来てもらうこととなった。 
当日エリックは、地域おこし協力隊の先輩にあたる村上さんを一緒に連れてきてくれた。そこで協力

隊は地域を元気にするために様々な活動をしていることを知り、その地域活性にかける思いにも触れた。

「地域のために」と活動する協力隊の姿は、和歌浦の横田さんの姿と重なることから子ども達は、「上流

と下流で暮らす人の思いのつながり」に気付き、さらに「千手川で紀の川とつながる自分たちには何が

できるのだろう。」と考え始めた。 

      

 
 
 
 
 
１３．考察 
 その後の取組では、学習材を千手川から紀の川へと広げ、子ども達の生活とは遠く離れた和歌浦や川

上村のことを扱った。どちらの場所も紀の川を通してつながっており、それぞれの魅力と課題をもつ２

か所である。特に今年度は、川上村の地域おこし協力隊の方との出会いを一つの山場と考えていたため、

どのようにそこまで子ども達の思考や活動をつないでいくかということを考えていた。しかし、子ども

の生活とあまりにかけ離れた場所や人と出会っても、その学習は子どもにとって自分事にならないのは、

これまでの実践で明らかになっている。そこで大切にしたのが、子どもにとって身近である地域の千手

川から学習をスタートさせるということである。地域から始まった学習だからこそ、学習の舞台が遠く

なっていても、地域とつなげて考えたり、一通りの追究が終わった後は地域でできることを考えたりす

るのではないかと考えた。子ども達は、千手川の探検から関心を紀の川へと広げ、紀の川を探検する中

で様々な人と出会い、その出会いの中の地域おこし協力隊の方との関わりを通して、再び地域へと目を

向けることとなった。このように一つのストーリーとして総合の単元を描いていくことは、子ども達の

思考や活動のつながりを生む上でとても大切なことではないかと感じた今年度の実践だった。そしてそ

の総合のストーリーに必要なこととして、「地域発」であることと「地域着」であることが挙げられるの

ではないだろうか。本校では毎年、学年が上がることに学習材を遠くに求める傾向があるが、学習材と

地域である六十谷との関連性を明らかにし、学習をつなげていくことが、子ども達が「地域にねざした」

学習を展開し、自分事として探究を進めていくことにもつながっていくのではないかと考えている。次

年度以降の実践でも、「地域にねざす」ということを大切にして、単元を構想していきたい。 

紀の川のことを調べて、いろいろな人に出会いました。下流の方では、しらすをとっている横田さ
ん、上流の方では川上村に住んでいる人やエリック、村上さん、いろいろな人に出会いました。でも
その人たちが思っていることは、自分の地域を盛り上げたいや大切にしたいなどです。住んでいる
場所がちがっても思っていることは一緒なんだと思いました。こうしたエリックや村上さんを見て、
自分でも何かできることはないかと思いました。～中略～私は、こうした学習をしてよかったと思
います。私も六十谷のためになにかできることがあればやってみたいです。 
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