
事 例 小学校 社会科 第３学年「スーパーマーケットではたらく人」

「自ら調べて考える力を育成するためのテーマ

授業展開及び指導方法の工夫」
授 業 改 善 の 自分たちの五感を使って調べる活動を重視した単元指導計画の工夫・

ポイント ・調べる・考える・確かめる過程を大切にした単元や授業の工夫

・観察・資料活用の技能・表現力を高める授業の工夫

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

〈平成１６年度実施 岐阜県の学習状況調査の活用〉
〈単元テストによる学習状況の把握と社会科に対する意識調査〉

学習状況の結果と分析

〈平成１６年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査と本校の比較〉

評価の観点 岐阜県 本 校 （５年 （６年））

社会的な思考・判断 ８２％ ８２％ （８０ （８５））

観察・資料活用の技能・表現 ７９％ ７９％ （７２ （８５））

社会的事象についての知識・理解 ７６％ ８２％ （７１ （９３））

（本校における正答率が特に低い問題）

○観察・資料活用の技能・表現

第５学年 問題番号１－１－３ 正答率４４％ （県５８．５％）

この観点における問題７問中５問が県の正答率を下回っていた。

○社会的事象についての知識・理解

第５学年 問題番号２－１－７ 正答率３４．８％ （県４２．１％）

第５学年 問題番号２－２－８ 正答率４７％ （県５９．２％）

〈単元テストによる学習状況の把握〉 （＊＝５％）

観点 努力を要する おおむね満足 十分満足

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊社会的な思考・判断

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊観 察 ・ 資 料 活 用 の 技 能 ・ 表 現

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊社会的事象についての知識・理解

〈社会科の学習に対する意識調査〉対象３１人

実施 大好き 好き あまり好きでない 嫌い
１０月 ９人 ２２人 ０人 ０人

（社会が好きな理由）

・いろいろなことを調べるのがおもしろい ・疑問を見つけるのが楽しい。。

・見学をすると楽しいし、よく分かる。 ・知らなかったことが分かる。

・分かったことをまとめるのが好き。 ・調べることが楽しい。

・地図記号を覚えるのが楽しい。

（社会がいやだと感じる時）

・考えるのが難しい時がある。 ・発表でうまく言えなかった時。

〈分析〉

（県の学習状況調査から）

・本校の高学年の社会科における学習状況は、岐阜県のほぼ平均的な学力である

と言える。

・第６学年はどの評価の観点でも県の正答率より高いのに対し、第５学年は正



答率が低い。これはそれぞれの学年の学力や理解等の差が大きく影響してい

ると考えられる。

「社会的な思考・判断」

・岐阜県の平均と同程度と言える。

・授業や単元テストの結果では、他の観点よりやや低い。

・授業では、身近な社会的事象について考えたり、課題解決に向けて考えたり

することなどは比較的できてはいたが、社会的事象の意味をとらえるという

点では十分でなかった。

「観察・資料活用の技能・表現」

・昨年度の学習状況調査や授業の様子から資料を読み取る力や選択する力がま

だ十分ではなかった。

・特に２つ以上の事象が表されている統計的なものや、資料と資料を比較・関

連・統合することが十分できないことが多かった。

・資料から事実を読み取る力を付けていく必要がある。

「社会的事象についての知識・理解」

・第６学年においては、十分満足できる。第５学年では、十分とは言い難い。

・社会科における基本的な用語の理解や知識も十分ではない。

（学級の状況から）

・全体的に社会好きな子が多い。特に興味をもったことについて調べたり、見

学したり、調べたことをまとめて発表することが楽しいと感じている児童が

多い。

・単元テスト等において、どの観点もほぼよい。

・授業の様子では、見学や資料からの事実の読み取りはまだ十分ではない。

・資料を使っての授業は、２学期から始めたばかりである。算数で「ぼうグラ

フと表」の学習に入ったが、一つのグラフや表を読み取るのに個人差が大き

いことが分かった。

・今までは調べる・まとめることに重点をおいてきたため、事実から考える・

判断するといった「社会的な思考・判断」がまだ身に付いていない。よって

「考える 「確かめる」場を大切にしていく授業改善が必要である。」

・第３学年の段階から、基本的な用語の理解や知識、資料活用の技能を身に付

けそれらを生かして社会的な見方・考え方ができるように指導していく必要

がある。

これらの状況より、第３学年の段階で力を入れることは、次の３つである

と考えた。

○具体的な資料から事実を正しく読み取る力を付ける。

○基本的な用語の理解や知識の定着を図る。

（「『 』 」「 」） 。○問題解決的な学習 なぜ と疑問をもつ 予想をもつ の定着を図る

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

上記の分析より、自分たちの五感を使って調べることができる活動をふんだんに取

り入れながら 「調べる・考える・確かめる」学習過程を大切にした単元や授業改善、

の方向を考えた。

①自分たちの五感を使って調べる活動を重視した単元指導計画

・可能な限り探検や見学などを取り入れ、自分たちの目や耳など五感を使って調べる

活動を多く取り入れていく。



②「調べる・考える・確かめる」過程を大切にした単元や授業

・ 調べる 「まとめる」だけで終わるのでなく、調べたことについて考え、確かめ「 」

て社会的事象の意味を確かにする問題解決学習を工夫する。

③観察・資料活用の技能・表現力を高める授業の工夫

・見学での資料に加えて、文章資料や統計資料を使って資料を読み取る場を授業に位

置付け、資料から事実を読み取る指導をていねいに行う。

（２）改善の具体的方途と実践

①自分たちの五感を使って調べる活動を重視した単元指導計画

.・単元の中に見学を効果的に取り入れる

第２学年までの生活科で五感を生かした「探検」をたくさん行っている。そこで

は、自分たちの目や耳など五感を使って調べることで、学習に意欲的に取り組み、

多くのことを学ぶことができた。第３学年の社会科でもこのことを生かし、単元の

中に見学を効果的に取り入れることで主体的に学習できると考えた。

、 。見学は 自分たちの目や耳といった五感を使って学習することができる場である

開店前から揚げ物や惣菜のにおいが立ちこめる惣菜部の仕事ぶりや、開店前は、ど

の部門も総出で開店準備をすることが鼻や目等五感で気付くことができた。また、

インタビュー活動を取り入れ、お店の人や消費者の思いをつかむことができた。ま

た見学を２回取り入れることで、１回目の見学では分からなかったことや、授業 で

、 。考えたことを確かめたり 新たな疑問について調べたり確かめたりすることができた

②「調べる・考える・確かめる」過程を大切にした単元や授業の工夫

従前の単元指導計画 改善した単元指導計画

１ オリエンテーション １ オリエンテーション

・ スーパーマーケットで働く人の仕事 スーパーマーケットの見学の計画

２ の種類や様子を話し合う。 （視点）を立てる。

３ スーパーマーケットで働く人の仕事 ２ スーパーマーケットで働く人の仕事

や働く様子を見学する。 ３ や働く様子を見学する。

４ 見学したことをまとめ、仕事につい ４ 見学したことをまとめ、仕事につい

５ ての工夫や努力に気付く。 ての工夫や努力に気付く。

６ 消費者の立場での買い物への願いを ５ もっと知りたいことを出し合い、単

７ 話し合い、消費者の願いに気付く。 元を貫く課題をつくる。

８ 自分たちが食べている野菜や果物 ６ 消費者の願いを知り、それが、お店

は、広く国内や外国からも送られて の工夫と努力が願いに生かされてい

いることに気付く。 ることに気付く。

９ お客さんへのインタビューを通し ７ 自分たちが食べている野菜や果物が

て、たくさんのお客さんが来る秘密 広く国内や外国からも送られている

を調べる。 ことに気付く。

リサイクルコーナーなど地域の人た ８ お客さんへのインタビューを通し10
ちと協力して取り組んでいることに ・ て、たくさんのお客さんが来る秘密

気付く。 ９ を確かめる。

コンビニなど地域の特色あるお店と リサイクルコーナーなど地域の人た11 10
・ 自分たちの生活のつながりについて ちと協力して取り組んでいることに

調べる。 気付く。12
コンビニなど地域の特色あるお店と11

・ 自分たちの生活のつながりについて

調べる。12
単元については、上記で示した通り、必要に応じて児童の意識の流れや「調べる

・考える・確かめる」過程を重視するためにさらに改善していった。従前の単元指

導計画では、見学の位置付けが十分ではなかったので、疑問をもって調べる見学と



調べたことを確かめる見学を、それぞれ１回ずつ位置付けるようにした。

③観察・資料活用の技能・表現力を高める授業の工夫

・資料を読みとるポイントを指導する。

第３学年における資料活用の技能は、資料から事実が読み取れることであると考

える。そこで資料を提示した際に、次のような資料を読み取るポイントを指導して

いくようにした。

例１：ぼうグラフを読み取る。 例２：文章資料を読み取る。
①タイトルを読む。 ①文章全体を読む。
②縦軸・横軸が何を表しているのか。 ②課題解決につながるキ
③部分的に分かることは何か。 ーワードをみつける。
④全体的に分かることは何か。

例３：写真資料を読み取る。
①何の写真か。
②全体から分かることは何か。
③部分から分かることは何か。

、 。④不思議に思ったり 疑問に感じたりすることはないか

、 、 、こうした指導を行い 見学で自分たちが得た知識だけでなく 文章資料や白地図

グラフ、その他の具体的な資料を活用することでより確かに社会的事象の意味に気

付くことができると考えた。

本時では、一番身近である保護者のアンケート結果のグラフやお店の人の文章資

料からより考えを深めていきたいと考えた。

・本時における指導

ア 課題づくりにおける資料

・資料１「トマトの写真 （部分に目を向けるようにする）」

この資料を使って次のように課題化するようにした。

Ｔ： （熊本県産・愛知県産の２枚の写真を提示）「 。何の写真ですか 」

Ｓ： パック入りのトマトだ 」「 。

Ｔ： 部分に目を向ける「ラベルには何が書いてある？」

Ｓ： ○○○○（地域のスーパーマーケット）のラベルだ！」「

Ｓ： 値段が書いてあるよ 」「 。

Ｓ： 熊本県産と愛知県産って書いてあるよ 」 値段・産地「 。

Ｓ： えー、下呂市のトマトじゃないの？」 意識のずれ「

Ｓ： 熊本ってどこ？」「

Ｓ： 九州だよ 」「 。

Ｔ： 地図で位置確認「この日本地図で見るとここが下呂市で、

こっちが熊本だよ 」。

Ｓ： えー、どうしてそんなに遠くから来てるの？」 【課題化】「

Ｓ： 何でだろう？」「

下呂市でもトマトを作っているのに、○○○○では、どうして遠くか

らトマトがきているのだろう。

（資料１）



イ 追究における資料

・資料２「トマトのできる時期」(順序立てて読み取る)

「下呂市では、１１月にトマトを作っていないから」という予想について確か

。 、 。める資料である グラフを提示し 次のように順序立てて読み取るようにした

＜働きかけ＞ ＜授業での反応＞

①何を表したグラフであるか？ → ・トマトができる時期を表している。

②全体から分かることは何か？ → ・下呂市・愛知県・熊本県でトマトが作ら

れている

③部分で分かることは何か？ → ・下呂は５月の終わりから１０月の終わり

までしか作られていない。

・愛知・熊本は、１年中作られている。

、 。だから○○○○では 下呂市以外のトマトを売っている

このように、事実を読み取り、課題についての考えを作り出すことができた。

（資料２） 下呂市・愛知県・熊本県でトマトができる時期
月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 月 月 月10 11 12

下呂

あいち

熊本

・資料３「青果部○○さんの話 （キーワードに気付く、補助資料を用意する）」

資料３「値段が安い 「おいしいから」という予想に」

青果部「○○さんの話」ついて確かめる資料である。

今は、下呂以外で作られた「おいしくて 「安い」という児童の実態から」

トマトを買っています。考えたキーワードを意図的に盛り込み、しっかり

その日の市場にとどいたトと読むことで、それに気付くようにした。

マトの中から、できるだけおいさらに「おいしい 「安い」ということをより」

し くて安い物をえらぶので、そ確かに分かるようにするために愛知県産・熊本県

の日によって岐阜やあいち 、産の品種と販売日が違うトマトの値段を調べてお

熊本などで作られたトマトがおき 補足資料として提示できるようにしておいた、 。

店にならびます。本時では 「おいしいって言うけど、愛知県や、

熊本県はどんな品種なの？ 「それって安いのかな？」などという意見がでてき」

た。そこで、愛知県産・熊本県産ともに「桃太郎」という品種であることを知ら

せた 「農家のしごと」の学習で、下呂市産のトマトは「桃太郎」という品種で。

「おいしかった」という既習経験から 「同じ品種ならおいしい」と考えを確か、

にすることができた。

また違う日に『○○○○』のお店に出されて

いた岐阜県（海津市）産のトマトの値段は、１

個で１６８円であったことを紹介した。このこ

とから「やっぱり熊本県産やあいち県産は安い

んだ 」と考えを確かにすることができた。。

・前時の資料

『野菜を買うときに気を付けていること」

この資料は、消費者の願いとお店の努力・

工夫とをつなげて考えることができる。

消費者は 『安さ』も大切に考えている。、

遠くても同じような味で安いものを仕入れれ

ば、安いものが欲しい人に買ってもらえると

野菜を買うときに気をつけていること
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いうことが分かる。

教室の黒板の横に資料を掲示し、児童の視界に入るようにし 「野菜を買うと、

きにはどんなことに気をつけていたかな？」と問いかけた。その結果 「安さ」、

というところに目をつけ、資料２とつなげて考えることができた児童がいた。

ウ 「確かめる」過程における資料 （資料４）

・資料４「品物はどこからくるのかな」

トマト以外の品物についても消費者のニーズ

に応じていろいろな場所からきていることを確

かめられるようにした。

ここでは、○○○○の商品についていた値札

を産地地図で表した。始めに下呂の位置を確か

め、次にそれぞれの品物がどこから来ているか

確かめた。

その結果、いろいろな品物が国内はもちろん

のこと外国から来ていることが分かり、他地域

とのつながりについて理解することができた。

エ 個人カルテの活用

・個々の資料活用の技能・表現を高めるために個人カルテを作成して授業に生か

すようにした。

・４観点の中でも特に資料活用の技能・表現やそれに関わった思考・判断の部分

で特に配慮を要する児童を取り上げ、個に応じた指導をしていくようにした。

、 。・ 男は 課題解決のための予想をもたないで資料を選ぼうとするところがあるA
そのためなかなか資料が選べず、資料を選んでも課題解決につながる考えをも

つことができなかった。そこで個人カルテを作成し、Ａ男に応じた手だてを考

えた。

・本時では、

①資料選択の前に自分なりの予想をもつように仲間の予想と比べさせ 「自分、

と似ているのはないか 」と声かけをした。。

②予想がもてたので、資料選択でも悩まず自分の予想にあった資料を選択する

ことができた。

③その資料から課題解決にかかわる自分の考えをもつことができた。

このように個に応じた個人カルテを作成し、活用することで個々の児童の資料

活用の技能や表現力を高めていくことができると考えた （個人カルテは別紙）。

３ 授業改善後の成果

（１）自分たちの五感を使って調べる活動を重視した単元指導計画

・五感を使って調べる活動（見学）を重視したことで、予想や経験ではなく自分たちの

目や耳や肌で確かめたことを事実として認識できた。また、その後のコンビニなどの

特色あるお店での見学でも、積極的に店の様子を調べたり、仕事に従事する人や消費

者の人々にインタビューしたりして、生き生きと調べる姿が見られた。特にインタビ

ューでは、ものおじすることなく自分から声を掛けにいき、相手に応じた言葉遣いや

ねらいに合った質問を言葉を選んで分かりやすくできるようになってきた。

・自分たちの五感を使って調べる活動が、社会科好きな児童を増やした 「もっと調べ。

たい」という児童が増え 「あの工場は何を作ってるの？調べてみたいな 「農家や、 。」

お店の仕事のことが分かってきたよ じゃあ工場ではどんな仕事をしているの？ 工。 」「

。」「 。」場でもいろいろな工夫をしているのかな もっと他の仕事についても知りたいよ

などの声が多くの児童から自然にでるようになってきて、他の仕事にも関心が高まっ

てきている。



また１学期の当初は 「社会ってどんな勉強？難しいのかな 」と心配している児、 。

童が多かったが、今では「調べるって楽しいね 「調べたり、考えたりしていろん。」

なことが分かるから社会が大好きだよ 「もっと社会の勉強したいな 」という児童。」 。

がほとんどである。

（２ 「調べる・考える・確かめる」過程を大切にした単元や授業の工夫）

・ 調べる 「まとめる」で満足するのではなく、考える視点を与えることでもう一度「 」

「確かめてみよう」という活動につながっていった。例えば、８・９時間目の見学で

は、お客さんへのインタビューを通して、消費者の願いがお店の工夫や努力につなが

。 、っていることを確かめることができた またいろいろな野菜や果物の産地を確かめて

いろいろな場所から来ていることを自分たちの目で確かめることができた。

（３）観察・資料活用の技能・表現力を高める授業の工夫

・資料から事実が読み取れるように資料を読み取るポイントを指導していくことで、写

真や統計資料や文章資料などから事実が徐々に読み取れるようになってきた。またそ

の事実から自分なりの予想と比べて考えられるようになってきた。ただ資料を活用し

て課題解決をしていく授業は少ないので、資料を精選し、効果的に指導していく必要

性がある。また課題解決以外の授業でも資料を活用し、読み取るポイントを指導して

いきたい。

・個人カルテは、付けたい力を明確にしたことで個への手だてが明確になり、指導がし

やすくなったし、児童一人一人にとっても非常に有効であった。Ａ男は、自分なりの

予想がもてるようになってきた。そして資料を自分の力で選べるようになってきた。

、 。 、Ｂ男は 資料を正しく読むことを大切にして取り組めるようになってきた どちらも

十分に身に付けることが必要であると考えられる力が個人カルテの記入によって明確

になったことで、適切な指導が行えるようになり、力が高まってきている。


