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１

単元名

われらの未来宣言

２

本単元の価値
本単元の目標は，次の通りである。

－ 未来につなげたい新潟の魅力 －

新潟市を盛り上げるための活動に取り組んでいる木山さんと肥田野さんと同じ問題意識で
活動することで，活動に取り組む原動力に共感し自分らしい生き方を考えることができる。
学習対象及び学習事項は，次の通りである。
【学習対象】
・新潟市を盛り上げようと活動している木山
さんと肥田野さん
・木山さんと肥田野さんが取り組んでいる志
民委員会の活動（What's NIIGATAの巨大モ
ニュメント）

【学習事項】
・活動に取り組む木山さんと肥田野さんの思
いや原動力（人の喜びが自分の喜びにつな
がること）
・新潟市の魅力

本単元は新潟市をもっと盛り上げようと活動している木山さんと肥田野さんを学習対象とす
る。木山さんと肥田野さんは本業の他に，新潟市民の有志で構成される「志民委員会」の活動に
取り組んでいる。志民委員会とは「新潟市民の一人ひとりが，新潟市の未来を自らの手で魅力と
活力あるものにする」という目的で2013年に設立された組織である。志民委員会の人たちは，20
19年の新潟市開港150周年を盛り上げるために様々な活動に取り組んでいる。
本単元で学習対象としたWhat's NIIGATAの巨大モニュメントの設置も志民委員会の活動の一つ
である。このモニュメントは「What's NIIGATA＝新潟市って何だろう？」と見ている人に新潟の
魅力を問い掛けている。一人ひとりが新潟市の魅力を考え，魅力をつくる担い手になってほしい
という願いが，このモニュメントには込められている。今現在，新潟市内にこのモニュメントは
２ヵ所（新潟駅南の広場と新潟市民芸術文化会館の前）設置されている。子どもの多くがこのモ
ニュメントを見たことがある。しかし，なぜこのようなモニュメントが設置されているのか，そ
の目的までは知らない。
本単元で子どもが学ぶのは，What's NIIGATAの巨大モニュメントの設置など，志民委員会の活
動に取り組む木山さんと肥田野さんの思いや原動力が何かということである。本業をしながら新
潟市を盛り上げる活動に取り組むことができるのは，核となる思いや原動力があるからである。
子どもは，新潟市の魅力を伝えたい
という同じ問題意識をもって活動し
ていくことで，木山さんと肥田野さ
んの思いや原動力に共感することが
できる。思いや原動力に共感した子
どもは，現在や将来の自分の生き方
と共感したことを結び付けて考える
ことができるようになる。これが本
単元の価値である。
３

本単元で目指す姿
「木山さんと肥田野さんは人の喜びが自分の喜びにつながることを原動力として，新潟市を盛
り上げる活動に取り組んでいた。私も委員会の活動で全校の人のために活動して喜んでもらいた
い」等，木山さんと肥田野さんの活動の原動力に共感し，自分に結び付けて考える子ども
木山さんと肥田野さんの活動の原動力に共感し，自分に結び付けて考える子どもを目指
木山さんと肥田野さんの活動の原動力に共感し，自分に結び付けて考える子ども
す。
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(1) 「中核的な学習内容」
自分らしい生き方（地域 社会に かかわる
木 山さんと肥田野さんの活 動の原 動力を自
分に結び付けて見いだした考え）
(2) 「学びをつなぐ力」
① 比較するすべを用いて， 地域社 会にかか
わる木山さんと肥田野さ んの活 動と自分
の活動との違いに気付き ，活動 の目的に
ついての問いをもつ力
②関係付けるすべを用いて，地域社会にか
かわる木山さんと肥田野さんと，現在や
将来の自分とを結び付けて自分らしい生
き方を見いだす力

(3) 「学びをつなぐ力」の有用性の自覚
木山さんと肥田野さんと，自分を関係付けて考えることで，二人の活動の原動力に共感できた
り活動をよりよく見直すことができたりするという自覚
４

指導の構想
単元の導入は，2014年３月に開通した北陸新幹線についての資料を提示し，新潟市にどのよう
な影響があるのかを考えさせる。子どもは北陸新幹線が新潟市を通っていないことや金沢市の観
光客が増えていることから，新潟市の観光客が減っているのではないかと予想する。その後，志
民委員会の木山さんをゲストティーチャーに招き，北陸新幹線の影響や，新潟市が2019年に開港
150周年を迎えることを話していただく。木山さんからもっと新潟市を盛り上げなければいけな
いという話を聞いた子どもは，自分たちが新潟市の魅力を伝えていきたいと課題を設定する。
新潟市の魅力を発信していきたいと考えた子どもは，資料から必要な情報を収集し，ＰＲした
い新潟市の魅力を考える。新潟市の魅力を発信できるようになったところで志民委員会の肥田野
さんをゲストティーチャーに招き，子どもの発表を聞いてもらう。発表について肥田野さんから
肯定的な評価をしていただく。評価を受けた子どもは，自分たちの活動に満足する。しかし，こ
のときの子どもが捉えている新潟市の魅力は「もの」や「こと」など限定された魅力である。そ
のような子どもに，次のように働き掛ける。
働き掛け１
肥田野さんら志民委員会の人たちの思いが顕著に表れているWhat's NIIGATAの巨大モニ
ュメントの活動（「 対象①」
対象① 」）を提示し，その目的を問うた後，肥田野さんたちの活動と自
分たちが考えたＰＲ活動との違いを考えさせる。
活動の目的について問いをもたせる働き掛けである。新潟市の魅力を限定的に捉えている子ど
もにWhat's
What's NIIGATAの巨大モニュメントの活動（「 対象①」
対象① 」） を写真で提示する。この活動は子
どもが考えた活動の目的とは大きく異なっており，肥田野さんら志民委員会の人たちが考えてい
る新潟市を盛り上げたいという思いが具体化された活動である。子どものＰＲ活動は新潟市の魅
力をもっと多くの人に知ってもらうことを目的としていたが，巨大モニュメントはWhat's NIIGA
TA＝新潟市って何だろう？と見ている人自身に魅力を考えてもらうことを目的としている。
巨大モニュメントの写真を見た子どもは「見たことがある」「新潟駅の近くにある」等，知っ
ている情報を話す。そのような子どもに巨大モニュメントを設置した目的は何かを問う。子ども
はモニュメントの言葉の意味や設置されている場所などの情報から，活動の目的を予想する。こ
のとき，子どもが予想した巨大モニュメントの活動の目的を，肥田野さんに発表した新潟市の魅
力の横に板書していく。そうすることで子どもは比較するすべを用いて，自分たちの活動と肥田
野さんたちの活動との違いに気付き「自分たちの活動と肥田野さんたちの活動は目的が違う。自
分たちの活動をよりよくするために肥田野さんたちがなぜWhat's NIIGATAの巨大モニュメントの
活動に取り組んだのかを知りたい」と活動の目的について問いをもつ。
働き掛け２
What's NIIGATAの巨大モニュメントの活動の目的が何なのかを調査する活動を設定する。
問いを解決するための情報収集を促す働き掛けである。What's NIIGATAの巨大モニュメントの

活動の目的を予想した子どもは，実際にモニュメントが設置されている場所に行って情報を集め
たいと考える。ここで新潟駅南口の広場と新潟市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）前に設置され
ているモニュメントを見学に行き，調査する活動を設定する。子どもは実際にWhat's NIIGATAの
巨大モニュメントに触れたり，書かれた情報を収集したりして，肥田野さんたちがなぜ巨大モニ
ュメントの活動に取り組んだのかを考える。
働き掛け３
What's NIIGATAの巨大モニュメントを見に行って分かったことを問い，新たな活動を考
えさせる。
収集した情報を分析し，活動の見直しを促す働き掛けである。見学で情報を収集してきた子ど
もに，巨大モニュメントを見にいって分かったことを問う。子どもは収集した情報を出し合い，
情報同士を関係付けて，巨大モニュメントの活動の目的が新潟市民への問い掛けであることを予
想する。このように予想した子どもに，自分たちが考えた活動を肥田野さんたちの活動を基にし
て見直すことができないかと問う。子どもは関係付けるすべを用いて，自分たちがＰＲした新潟
市の魅力を新潟市民にも知ってもらうにはどうしたらよいか考える。そして肥田野さんたちの活
動を参考にして，魅力を伝えるばかりではなく考えてもらうように問い掛けたらよいのではない
かと新たな活動を考える。
働き掛け４
活動を通して何がどのように変化したかを問う。
活動の価値に気付かせる働き掛けである。新潟市民に魅力を考えてもらうという目的で活動を
見直した子どもに，活動を通して何がどのように変化したかを問う。子どもは，関係付けるすべ
を用いてこれまでの活動を振り返り，活動に取り組むことで自分の新潟市の魅力についての考え
方が変化していることを自覚する。最初は木山さんから促された活動であったが，木山さんや肥
田野さんと同じ問題意識をもち，共に解決に取り組むことで新潟市の魅力を伝えるだけでなく，
新潟市民に問い掛け見つけていってほしいという考え方に変わってきたことに気付く。
働き掛け５（１日目）
職業ではないにもかかわらず，木山さんと肥田野さんがWhat's NIIGATAの巨大モニュメ
ントの活動に取り組む原動力（「 対象②」
対象② 」）を聞く場を設定し，気付いたことを問う。
働き掛け４までで，木山さんと肥田野さんと同じ問題意識で活動することで志民委員会の人た
ちの活動の内容，目的，それにかける思いを実感してきた子どもに，木山さんと肥田野さんが活
木山さんと肥田野さんが活
動に取り組む原動力（「 対象②」
対象② 」） を聞く場を設定する。このとき，ただ一方的に話を聞かせる
のではなく，子どもから二人に聞きたいことを質問させる。二人からは質問に答えるだけでなく，
子どもに問い返しの質問をしてもらう。相互にやり取りをした後で，気付いたことを問う。子ど
もは関係付けるすべを用いて，木山さんと肥田野さんの話と自分の体験とを結び付けて，活動に
取り組む原動力に共感する。
働き掛け６（２日目）
木山さんと肥田野さんと共に活動することを通して，活かせそうなことを問う。
共感した原動力を現在や将来の自分に結び付けて考えさせるための働き掛けである。木山さん
と肥田野さんが活動に取り組む原動力に共感した子どもに，なぜ共感したのかその理由を問う。
子どもは共感した理由を考えることで，自分に結び付けたい考え方を自覚する。そのような子ど
もに木山さんと肥田野さんの話を聞いて共感したことは，これからどのような場面で活かせるか
を問う。子どもは関係付けるすべを用いて，共感したことと今の自分やこれからの自分とを結び
付けて自分らしい生き方を考えていく。これが，私の目指す木山さんと肥田野さんの活動の原動
木山さんと肥田野さんの活動の原動
力に共感し，自分に結び付けて考える子どもである。
力に共感し，自分に結び付けて考える子ども
また，「学びをつなぐ力」の有用性を自覚させるために，体験活動を行うごとに振り返りをワ
ークシート等に蓄積させていく。その際，「何を学んだのか，それはどのように考えたからなの
か」という視点を与える。内容と思考の自覚を促す継続的な振り返りにより，子どもは，木山さ
んと肥田野さんと自分を関係付けて考えることでよりよく課題解決ができたことや，自分が変容
できたことを自覚する。
５

指導計画 全20時間（60Ｑ）
別紙「単元カード」参照

６

本時の構想＜第１日目＞ 19／20時間（45分授業）
(1) ねらい
木山さんと肥田野さんに質問したり二人からの質問に答えたりすることを通して，関係付け
るすべを用いて，木山さんと肥田野さんの活動への思いや原動力とこれまでの自分の体験とを
結び付けて，活動に取り組む思いや原動力に共感することができる。
(2) 展 開
学習活動と子どもの姿

☆つなぐ力

１

教 師 の 働 き 掛 け

前時までの振り返りをして，本時の課題を
確認する。
・前の授業では，木山さんと肥田野さんがなぜ
志民委員会で活動するのかを予想しました。
・もっと木山さんや肥田野さんに聞きたいこと
を考えました。

○指示「前時の振り返りをしましょう」
○説明「そうでしたね。今日は木山さんと肥
田野さんにゲストティーチャーとし
てお越しいただきました。聞いてみ
たいことを質問しましょう」

２

○指示「質問がある人どうぞ」
○指示「質問が似ていて，付け足したいとい
う人は付け足してください」

木山さんと肥田野さんに質問する。木山さ
んと肥田野さんからの質問に答える。

・木山さんと肥田野さんは志民委員会の活動以
外の仕事をされています。仕事をしながら志
民委員会の活動をするのは大変じゃないです
か？
・志民委員会の活動で少し面倒だなと感じたこ
とはないですか？
・大変だと感じているのに，なぜ志民委員会の
活動に取り組んでいるのですか？
・大変なのに活動できるのは，きっとやってい
てよかったと思うことがあるからだと思う。

（木山さん・肥田野さんの質問に答える）
☆つなぐ力②
・確かに，始めは面倒だったけどやってみると
よかったなと思ったことがあるかも。
・野内さんとのまち歩きや石田さんとの花火の
企画作りの活動も今の話と似ている。

＜木山さん・肥田野さんの話＞
もちろん仕事が一番ですから，大変だと思うときも
あります。仕事が忙しいときなどは面倒だなと思うと
きもあります。だから，嫌だなと感じることはありま
すね。

○発問「志民委員会の活動が大変だと感じる
ときがあるのに，木山さんや肥田野
さんが活動に取り組むことができる
のはなぜだと思いますか」
＜木山さん・肥田野さんの話＞
志民委員会の活動は，活動し始めは大変だと思って
いても，終わってみたらやってよかったなと感じるこ
とがあります。モニュメントもそうですね。やっぱり
あのモニュメントの前で記念撮影している人がいると
嬉しい気持ちになりますね。
皆さんも，同じようなことを経験したことがありま
せんか？

・木山さんや肥田野さんは，なぜ志民委員会の
活動に取り組んでいるのですか？

＜木山さん・肥田野さんの話＞
やっぱり人と一緒に何かをすることが楽しいからか
な。みんなだって友達と一緒に新しいことをするのは
楽しいでしょ。それと全く同じ感覚です。特別な理由
がある訳ではないですよ。

・アートミュージアム（文化祭）の時に，クラ
スで協力して巨大なカメを作った。完成して
人から喜んでもらえて嬉しかったです。

○発問「友達と一緒に何かに取り組んで楽し
かったことはありませんか」

３

○発問「 木山さんと肥田野さんに質問したり，
木山さんと肥田野さんに質問したり ，
二人からの質問に答えたりして，ど
のようなことに気付きましたか」
【 働き掛け５】
働き掛け５ 】

話を聞いたり質問に答えたりして，気付い
たことを記述する。
・授業の始めのときは，木山さんや肥田野さん
はすごい人で，同じようにはできないと思っ
ていました。でも二人と話してみて，すごい
人だけど自分たちと似ているところもあるな
と思いました。例えば，人と協力することが
楽しいということは同じだなと感じました。
☆つなぐ力②

○指示「気付いたことを，ワークシートに書
きましょう」
○指示「気付いたことを発表しましょう」

(3) 評 価
○ 木山さんと肥田野さんの話と自分の体験とを関係付けて，活動に取り組む思いや原動力に
共感できたかどうかを発言やワークシートの記述から評価する。

２ 日 目 本時の構想＜第２日目＞ 20／20時間（45分授業）
(1) ねらい
関係付けるすべを用いて，木山さんと肥田野さんの話を聞いて共感した理由を考えることで，
二人から学んだことを現在や将来の自分に結び付け自分らしい生き方を考えることができる。
(2) 展 開
学習活動と子どもの姿

☆考えるすべ

教 師 の 働 き 掛 け

１ 共感したこととその理由を話し合う
・木山さんが話していた「人の喜びが自分の喜
びになる」という話に共感しました。そうい
う思いで活動できたら楽しいだろうなと感じ
たからです。
・木山さんと肥田野さんは志民委員会で活動す
ることで，いろいろな人との出会いがあって
そこに学びがあると言っていました。僕も人
と人がつながることはとても大切なことだと
思いました。

○指示「昨日，木山さんと肥田野さんのお話
を聞いて共感したことをグループで
話し合いましょう」
○指示「話し合うとき，なぜそのことに共感
したのか理由も聞きましょう」

２

二人から学んだことを，これからどのよう
な場面で活かせるかを考える
・私は，委員会の活動で共感したことを活かせ
ると思います。委員会の活動は全校のみんな
のために活動しています。だから，全校のみ
んなが喜んでくれるような活動をすれば，そ
れが自分の喜びになるかもしれないと思いま
した。
・僕は，いろいろな出会いが自分を成長させて
くれるという話に共感しました。卒業すると
新しいクラスになります。そこでの出会いを
大切にしたいと思います。
・新潟を盛り上げる活動に取り組んでいること
に共感しました。僕もこれから志民委員会の
人が取り組んでいる活動に参加して，一緒に
新潟の魅力を考えていきたいです。

○発問「二人の話を聞いて共感したことは，
これからどのような場面で活かせそ
うですか」
【 働き掛け６】
働き掛け６ 】

３

○説明「最後に木山さんと肥田野さんに今日
の授業の感想を聞いてみましょう」

木山さんと肥田野さんの話を聞いた後で，
学習の振り返りを書く
・木山さんと肥田野さんのお話を聞いて新潟市
の魅力は「人」なのかもしれないと考えまし
た。新潟市は金沢市と比べると観光名所は少
ないかもしれないけど，新潟の未来を創ろう
とがんばっている人がいるから，それが魅力
と言えると思いました。
・木山さんと肥田野さんが志民委員会の活動に
取り組む理由が分かりました。二人は新潟を
盛り上げて人が喜んでくれることを原動力に
してがんばっています。これは，今までの学
習で出会った「まち歩きの野内さん」「みん
なの花火エボリューションの石田さん」と似
ています。みんな自分が活動することで人が
喜んでくれることをパワーに変えて活動して
います。自分もそんな生き方をしてみたいと
思いました。

＜木山さん・肥田野さんの話＞
皆さんの話を聞いて嬉しくなりました。附属新潟小
学校の子どもたちはいろいろな地区から学校に通って
いるので，地域がないと言われることがあります。で
も私はそうは思いません。皆さんは新潟市全体が地域
なのです。だから，地域の魅力を真剣に考えたことは
とても大事な学習だったと思います。
自分の人生ですから，自分のやりたいことをやるの
はとても大切なことです。ただそれだけでなくて，志
民委員会のように一見仕事とは違うような活動に取り
組むことも大切だと思っています。自分が地域とどの
ようにつながっているかは普段生活していると分かり
にくいです。でも，自分から地域にかかわっていくと
つながりが分かったりおもしろくなったりします。そ
ういうことを皆さんには大切にしていってほしいです。

○指示「学習の振り返りを書きましょう」
(3) 評 価
○ 木山さんと肥田野さんから学んだことを現在や将来の自分に結び付けて自分らしい生き方
を考えることができたかを，話し合いの様子と振り返りの記述から評価する。

