
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」

自ら調べ考える力を育成するためのテーマ

教材開発及び指導方法の工夫改善
授業改 ・児童が自分の生活とかかわらせて調べたり、考えたりできる単元構成の工夫

善のポ ・資料活用の技能や表現力を高め、学びを深めることができる授業の工夫

イント ・自分の考えを表現する喜びを味わうことができる評価の在り方

１ 学習状況の把握と分析

学習状況の把握

【把握方法】

（１）平成１７年度実施 美濃加茂市の学習状況調査（第５学年対象）の結果

（２）自校における社会科の学習に対する意識調査（第３学年対象）

学習状況の結果と分析

【結果】

（１）平成１７年度実施 美濃加茂市の学習状況調査（第５学年対象）の結果

本校 美濃加茂市 国研の結果 ＊美濃加茂市の学習状評価の観点

況調査は、国立教育社会的な思考・判断 ７８％ ７６％ ７２％

観察・資料活用の技能・表現 政策研究所が実施し７６％ ７１％ ７１％

社会的事象についての知識・理解 た調査に基づく。６６％ ５７％ ６０％

（％は通過率を示す ）総 合 ７４％ ７０％ ６８％ 。

（２）社会科の学習に対する意識調査の結果（平成１８年９月実施 ３年１組３８人）

問１「社会科の学習が好きですか 」。

実施 大好き 好き あまり好きではない 嫌い

９月 １４人 １４人 ９人 １人

問２「社会科が好きな理由」

・見学に行ったり、実際に調べに行ったりするのが楽しい （１９人）。

・地図記号や地図の見方を覚えるのが楽しい （１５人）。

・分からないことを調べるのがおもしろい （９人）。

・パンフレットを作るのが楽しい （２人）。

・自分の住んでいる町のことが分かっておもしろい （１人）。

問３「社会科が嫌だと感じるときはどんな時ですか 」。

・考えることが難しい時がある （６人）。

・発表するのが苦手 （２人）。

・テストが難しい （２人）。

【分析】

（１）美濃加茂市の学習状況調査（第５学年対象）の結果から

３つの評価の観点及び全体平均の通過率をみると、市の平均や国立教育政策研究所が実

施した調査の通過率を上回っている。しかし、次のような問題の通過率は低く、課題が明

らかになった。

３「工業地域と工業生産」の（２）

＜資料②＞工業の種類別の生産額と＜資料③＞大工場と中小工場の工場数の２つの資料にもとづく

意見を、一つ選んで、その番号を書きましょう。

１ 生産額がもっとも多い工業地帯は、京浜工業地帯である。

２ 中小工場では、大工場で使う部品を作っている。

３ 日本の工業の中心は、機械工業である。 正解 ３

４ 自動車の輸出が増え、機械の生産額も増えている。

この問題の正答率が低いということは、２つの資料を比較、関連、総合して考える力が

十分に身に付いていないからだといえる。そこで、第３学年の段階から資料が示している

事実を正確に読み取ったり、複数の資料をつなげて考えたりする力を意図的に身に付けて

いくことが必要である。



５「情報と社会」 （３）春夫君は、明日ハイキングに行くことにしています。夕方に

なって明日の天気が気になりました。あなたは次のうちどれを

１ テレビ ２ ラジオ 利用して明日の天気を確かめますか。一つ選んで、その番号を

３ 電話 ４ 新聞 の中に書きましょう。また、それを選んだ理由を

の中に書きましょう。

） ） 、 。ア どれを選んでも可 選んだ理由イ 自分の選んだ情報メディアについて 理由を文章で書く

５の(３)の(ア)は、どれを選んでも正解であるにもかかわらず、本校の正答率は ％に94
とどまっている。また （イ）の自分の選んだ情報メディアについて、そのメリットや他の、

84情報メディアのデメリットをあげて 選んだ理由を説明する問題は国研の調査の通過率が、

％だったのに対し、本校は ％にとどまっている。これは、それぞれのメディアのよさが65
知識として分かっていても、実感を伴った理解ができていないために、生活に役立つように

応用して考え、メディアを選択した理由を表現していくことができなかったことを表してい

ると考える。

以上の点から、第３学年の児童に特に付けたい力は、資料が示している事実を正確に読み

取り複数の資料をつないで考える力、それを分かりやすく表現する力や、学習したことを生

活に生かしていく力であるととらえた。

(２)社会科の学習に対する意識調査の結果（平成１８年９月実施 ３年１組３８人）から

全体的に社会科の好きな子が多い。その理由として、見学、体験や調査を行うことや、地

図記号といったものに興味・関心をもち、新たな知識が身に付いていくことが楽しいと感じ

ていることが挙げられる。逆に、社会科が嫌いと答えた児童の理由をみると、発表が苦手と

記述している子がいた。これは、自分の考えを表現することや仲間と話し合うことに苦手意

識があるからだといえる。それを克服するためには、仲間と考えを交流し合って、自分の考

えと比較することに楽しさを感じることができるようにする必要がある。また、自分の考え

を表現した喜びを味わい、自分の学びに自信をもつことができるようにすることが大切であ

るととらえた。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(１) 授業改善の方針

①児童が自分の生活とかかわらせて調べたり、考えたりできる単元構成の工夫

②資料活用の技能や表現力を高め、学びを深めることができる授業の工夫

③自分の考えを表現する喜びを味わうことができる評価の在り方

(２) 改善の具体的方途と実践

① 児童が自分の生活とかかわらせて調べたり、考えたりできる単元構成の工夫

第３学年の児童が、社会的事象を自分の生活とかかわらせて調べ考え、実感を伴って理解で

、 。きるようにするためには 児童の生活経験や既習体験と関連させた単元構成にする必要がある

そこで、本単元では、児童の生活経験や既習体験との関連を考え、次のように改善した。

（ ）従前の単元指導計画 改善した単元指導計画 生活経験・既習体験との関連

・家族との買１ スーパーマーケットで働く人の仕 １ 家族がどこでどんな買い物を

い物の経験事の種類や様子を話し合う。 しているか話し合う。

・店について２ スーパーマーケットで働く人の仕 ２ 買い物調べの結果から課題を

の家族との話３ 事や働く様子を見学する。 もつ。

・家族との買４ 見学したことをまとめ、仕事につ ３ スーパーマーケットの見学の

い物の経験５ いての工夫や努力に気付く。 計画（視点）を立てる。

・見学、お客６ 消費者の買い物の様子について話 ４ スーパーマーケットの様子や

さんへの取材７ し合い、消費者の願いに気付く。 ５ 働く人の様子を見学する。

・店についてスーパーマーケットで販売されて ６ スーパーマーケットの様子を

の家族との話８ いる野菜などは、広く国内や外国 ７ 見学・取材したことからまとめる。

・家族のお店から送られていることに気付く。 お客さんのニーズに合わせた

への要望お客さんへのインタビューを通し ８ スーパーマーケットの工夫に

９ て、たくさんのお客さんが来る秘 ９ ついて考える。

密を調べる。



・テレビで見スーパーマーケットでは、地域の スーパーマーケットで販売さ

たり行った10 人たちと協力して環境問題に取り れている野菜や果物は広く国10
りしたこと組んでいることに気付く。 内や外国から送られているこ

がある地域11 コンビニエンスストアなど地域の とに気付く。

・リサイクル12 特色のある店と自分たちの生活の スーパーマーケットでは、地

活動の経験つながりについて調べる。 域の人たちと協力して環境や11
安全の問題に取り組んでいる

ことに気付く。

・買い物につこれまでの学習を生かしてよ

いての家族12 りよい買い物をするための計

との相談画を立てる。

・スーパー○自分がよく行っている店の工

○とよく利このように改善した単元指導計画に基づ 夫を見つけ、その店の店長さ13
用する店とく実践の中で、次のような児童の姿が見ら んに手紙を書き、働く人への

の比較れた。 思いをまとめる。

＜単元の導入でのＡ男の姿＞

・ 買い物調べ」によって、Ａ男は家の人が「スーパー○○」をよく利用していることが分かっ「

た。さらに「買い物調べ」の結果を集計したら、学級全体でも「スーパー○○」を一番よく

利用していることが分かり 「スーパー○○」に興味・関心をもち、主体的に調べたり、考、

えたりするようになった。

・単元を貫く課題「どうしてたくさんの人がスーパー○○に買い物に行くのだろう 」につい。

て予想を聞いたら「お母さんが、スーパー○○は商品がたくさんあると言っていた。だから

たくさんの商品がそろっていて便利だから○○に行くのではないかな 」と、家族から聞い。

た話をもとに予想をもつことができた。また 「スーパー○○」の安売りの広告を持ってき、

て 「今日は安売りの日だからたくさんお客さんが集まると思う 」と、主体的に資料を収、 。

集し、スーパー○○の様子を考えようとする姿が見られた。

＜見学におけるＡ男の姿＞

・ 商品がたくさんあるから」という予想を確かめるために野菜や牛乳の種類を調べたり、お「

客さんに「スーパー○○」に来る理由をインタビューしたりする姿が見られた。そして、牛

乳などの種類の多さに驚き 「やっぱり、お母さんの言っていた通り、たくさんの種類があ、

る 」と、スーパーマーケットの特徴をとらえていた。。

＜第１０、１１時後のＡの姿＞

・他地域とのつながりやスーパーマーケットの安全や環境にかかわる取組について学んだＡ男

は、買い物に行ったときに食品の産地に目を向けたり、家族と協力して牛乳パックやトレイ

を集めたりするようになった。

以上のようなＡ男の姿は、次のような単元指導計画の改善の成果であるととらえている。

・従来の指導計画では、スーパーの見学の前の準備の時間を１時間位置付けていたが、改善した

指導計画では見学前の準備の時間を３時間位置付け、そのなかで、家族との買い物の経験や家

庭での聞き取り調査を生かした学習を行った。そのため 「スーパー○○」と自分の生活との、

かかわりを強く感じ 「スーパー○○」に対する興味・関心が一層高まり、上記のように主体、

的に追究する姿につながった。

・地域の人々の販売にみられる他地域とのかかわりや環境、安全についての取組を学習する際、

改善した指導計画では、生活経験や既習体験との関連を一層意識できるように配慮した。その

ため、地域の人々の営みを実感をもって理解し、上記のように学習したことを生活の中で確か

めたり、生かしたりする姿につながった。

② 資料活用の技能や表現力を高め、学びを深めることができる授業の工夫

ア １時間の学習過程の明確化

３学年では、農家の人やスーパーマーケットで働く人、消防士、警察官など、人物の営みを

通して学んでいく。児童に自ら調べ考える力を付けるためには、児童にとって身近で、生き方

に共感できるような人物を教材化し、その人物の営みの意味を追究する授業を展開することが

大切である。そこで、人物の生き方の意味を追究する学習過程を明確にした （資料４参照）。



イ 本時における指導（資料２：本時の授業展開参照）

(ｱ)導入において事実をもとに課題意識を高める指導

「 」 。 、導入では スーパー○○ の店内の様子を撮影したビデオ資料を使った ビデオ資料は

児童が見学でとらえてきたスーパーマーケットで働く人の様子を想起しやすいという利点があ

る。その反面、映像は瞬間瞬間で消えてなくなり事実を正確にとらえにくいという欠点が

ある。そこで、ビデオを見る前に観る視点を与え、とらえさせたい事実に着目できるよう

にした。

Ｔ： スーパー○○の店内の見取り図を提示する ）お店の人はいつもどこにいますか。（ 。

Ｃ：レジにいます。

Ｔ：そうです。レジにいなかったらお客さんは困ります。他の売り場はどうですか。

Ｃ：魚売り場。野菜売り場。肉売り場。

Ｃ： つぶやき）肉売り場にはいないよ。（

Ｔ：肉売り場ははっきりしていませんね。では、今から店の様子のビデオを見せます。ど

んな点に注目したいですか。

Ｃ：お店の人がどこにいて何をしているか見たいです。

Ｔ：それでは、お店の人がどこで、何をしているのかという点に注目して、ビデオを見て

ください。

児童は、ビデオを見ながら「あっ、お店の人がいる 「このおじさんはいつも魚売り場。」

にいる 」とつぶやきながら、店の人の様子に着目した。そして、次のように課題づくり。

を行った。

Ｔ：ビデオを見て気付いたことや思ったことを発表してください。

Ｃ：お店の人が野菜を並べていました。

Ｃ：魚売り場にいるおじさんは、見学したときにもいたおじさんです。

Ｃ：あのおじさんは、いつもいます。

Ｔ：魚売り場にはいつもお店の人がいるのですか。

Ｃ：いると思います。

Ｔ：本当にそうですか。

Ｃ：私がお母さんと買い物に行くときも、いつもおじさんがいるから、いると思います。

Ｔ：他の売り場はどうですか。

Ｃ：・・野菜や肉を並べる人はいるけど、並べたらどこかへ行ってしまいます。

Ｃ：きっと裏に品物を取りに行っているのだと思います。

Ｃ：野菜や肉の売り場は、お店の人がいたりいなかったりするけど、魚売り場のおじさん

は動かないでいつもいるなんて不思議だと思いました。

Ｃ： つぶやき）どうしてか分かる。（

Ｔ：みんな、魚売り場にだけいつもお店の人がいることに目を向けているね。実は、いつ

も魚売り場に店員さんがいるように決めたのは、△△店長さんだそうです。

Ｃ：へぇ、どうして、店長さんは、魚売り場にだけ店の人を置くことにしたのかな。

ビデオを見る際、観る視点を与え、映像から事実をとらえることができる技能を高めて

いく働きかけを行った。児童は「魚売り場には店員さんがいる 」という事実をとらえ、。

見学や家族と買い物したときの様子とつなげて 「魚売り場には、他の売り場とちがって、

いつも店員さんがいる 」ということに気付き、そのことに問題意識をもった。。

このように、事実を正確に読み取る資料活用の技能を高め、児童が主体的に資料活用の

技能を働かせていったことで、事実に基づき児童の意識に沿った課題が設定でき、主体的

な追究活動につながっていった。

( )生活経験とつなげて考えたり、表現したりできる資料の工夫イ

「お客さんに魚を切ってあげるために店員さんがいるのではないか 」という児童の予。

想を受けて、次の写真資料①[魚売り場のＢさんの様子]を示した。店員のＢさんが 「単に、

魚を切るため」ではなく 「お客さんの注文通りに魚を切るため」ということをとらえて、

いくことができるように、お客さんの吹き出しを空白にした。そして、吹き出しに自分の

考えや思いを考えながら書くことができるようにした。



実際の授業では、吹き出しに「魚を切るのは苦手だか

らお願いしますね 「４人家族だから、魚を４つに切っ。」

てください 「きょう一番おいしい魚を切ってください。」

ね 」など、自分が買い物をしている人になって楽しそう。

に表現する姿が見られた。

また、自分が買い物に行ったとき、母親が魚屋に注文を

していた経験を基に考える姿も見られた。

このように、吹き出しを活用し、主体的に生活経験とつ

なげて考え、考えたことを楽しく表現をして「Ｂさんは、

単に切っているだけではなく、お客さんの注文に応じて魚 ［資料①魚売り場のＢさんの様子］

を切っているのだ 」と考えを深めていくことができた。。

(ｳ)資料と資料をつなげて考えることができるようにする指導・援助

右の資料は、魚売り場にいるＢさんの歩みを示した資料であ

る。Ｂさんが 才で魚屋の修行を始めて、 才までの 年間24 70 46
魚屋を続けているというキャリアを示している。

そして、この資料②と資料①をつなげて考えていくことがで

きるように、次のような指導・援助を行った。

問いかけ「魚を切っているＢさんはどんな人ですか 」。

価値付け「②の資料にも目を向けて、Ｂさんが若いときから修

行をしているからお客さんの注文に応じて魚を切る

ことができると考えたのですね。２つの資料から考

えると、Ｂさんが魚売り場にいる理由がよく分かり

ますね 」 ［資料②Ｂさんの歩み］。

児童の発言に応じて、上記の指導・援助を行ったことによって 「長い間魚屋をやっている、

Ｂさんだからこそ、お客さんの注文通りに魚を切ったり、おいしい魚や調理方法を教えたりす

ることができる。だから、店長さんはＢさんに売り場にいてもらうのだ 」といった、資料を。

つなげて深く考える発言を生み出すことができた。

このように、他の資料に目を向ける問いかけを行ったり、複数の資料の事実に着目している

姿をとらえて価値付けたりすることによって、資料と資料をつなげて考えることができる資料

活用の力を身に付けることができるといえる。

(ｴ)既習事項とつなげて考えることができる指導・援助

、 （ ）教室の横に これまでの学習の足跡 既習の資料やそれらから明らかになった見方や考え方

をビー紙にまとめて掲示している。普段から、提示された資料だけでなく、学習の足跡を活用

するとより深い考えをもつことができると指導している。そして、学習の足跡に示された資料

の事実や明らかになった見方や考え方とつないで考えた姿を価値付けるようにした。

本時の授業では、学習の足跡に掲示されていた資料「家の人の主な願い」とつなげて考えて

いる子が何人かいたので、交流の後半に意図的にその子たちを指名した。

Ｃ男：魚屋さんにいつも人がいるのは 「家の人の主な願い」の「家族が少ないので少しの、
量でも売って欲しい 」という願いとつながっていると思います。。

Ｄ女： おいしい商品や料理の仕方を教えて欲しい 」という願いにもつながっていると思「 。
います。

Ｔ ：Ｃ男さんやＤ女さんは 「家の人の主な願い」と結び付けて深く考えることができたね。、

その後、Ｅ女は、次のように発言した。

Ｅ女：魚売り場にＢさんがいるのは、魚を調理してお客さんが楽になるからだと思っていた
けれど、それだけでなく、お客さんは「新鮮なものが欲しい 」という願いをもって。
いるから、魚を買うときもその場で切ってくれるように頼むのだと思います。

以上のように、学習の足跡を活用した発言を意図的に引き出すことによって、一人一人の学

びが深まり、店の人の働きを消費者意識とつなげて考えていくことができた。



③ 自分の考えを表現する喜びを味わうことができる評価の在り方

ア 児童の自己評価と相互評価

考えを交流し合ってこんなことが分かったという実感をもったり、自分の考えを仲間から

、 。 、認められたりすると 児童は自分の考えを表現する喜びを味わうことができる そのために

授業の終末に自分の学びを自己評価したり、仲間の発言のよさを書いて相互評価したりする

場を位置付けた。

また、３学年においては、自己評価や相互評価の仕方を身に付けていくことができるよう

に、次のような学習の振り返りの書き方を示して実践した。

＜自分自身の学びの高まりを見つめる書き方＞

(ｱ)「ぼくは～という自分の考えをもつことができた 」。

(ｲ)「仲間と学習したら、～ということが分かった 」。

(ｳ)「はじめは～と思っていたけど、話し合ったら～ということが分かった 」。

(ｴ)「はじめは～と思っていたけど、○○さんの考えを聞いたら～という考えに変わった 」。

＜仲間の発言のよさを見つめる書き方＞

(ｵ)「○○さんの～という考えは、自分は思いつかなかった 」。

(ｶ)「○○さんの～という意見から、自分も～だと考えた 」。

(ｷ)「○○さんの～という意見の言い方が分かりやすかった 」。

本時では、上記の(ｲ)(ｳ)(ｵ)にかかわる、次のような振り返りが見られた。

＜自分自身の学びの高まり＞

Ｆ女：私はＣ男さんの発言を聞いて、Ｂさんは魚のことをよく知っているし 「少しの量で、

も売って欲しい 」というお客さんの注文通り切ってくれるから魚売り場にいること。

が分かりました。店長さんは、お客さんのことをよく考えていると思いました。

Ｇ男：はじめは切るだけが仕事だと思っていたけれど、みんなの意見を聞いて、注文通りに

切ったり、おすすめの魚や料理の仕方を教えたりするのが仕事なんだということが分

かりました。みんな進んで意見を発表し、いろいろな考えが出て楽しかったです。店

長さんが、お客さんのことをいろいろと考えていることにびっくりしました。

＜仲間の発言のよさ＞

Ｈ女：○○さんとや△△さんが、Ｂさんの資料と、家の人の主な願いとを合わせて発表して

いたのですごいと思いました。それを聞いて、私も家の人の願いとお店のサービスは

つながっていると思いました。

イ 教師による評価

表現する喜びを味わうことができるようにするために、次の２つの構えをもって評価をす

るようにしている。

(ｱ)評価規準に照らし合わせた評価

評価の計画案（資料１）をもとに、本時重点とする評価規準に沿って児童の姿を見届け、

「十分満足できる状況」の児童を価値付けたり 「努力を要する状況」の子に指導・援助を、

したりしている。本時では、スーパーマーケットで働く人の工夫や努力について適切に判断

しているかどうかを児童のノート記述から見届け、次のような指導・援助を行った。

〈価値付け〉

・ノート記述にある資料①、②と「家の人の主な願い」とを結び付けているところに朱筆を

入れ「事実を結び付けてまとめることができたね 」と言葉がけを行った。。

〈方向付け〉

・ お客さんのために魚売り場に店の人がいることが分かった 」と記述し、消費者の具体「 。

的な願いと十分に結び付けて表現できていない児童に対して 「お客さんのためというの、

は、どういうことをいうのですか 」と問いかけた。そして 「お客さんに新鮮な魚をお。 、

客さんが欲しい分だけ売るということ」という考えを引き出し、その考えをつけ加えるよ

うに働きかけた。



(ｲ)学び方のよさについての評価

資料の活用の仕方や表現（書く、話す）の仕方のよさを具体的に価値付け、自分の考えを

。 、 。表現する喜びを味わうことができるようにしている 本時では 次のような姿を価値付けた

・ビデオで示された事実と見学や買い物経験で得た事実を合わせてとらえようとした姿

・既習の資料を活用して話した児童のよさをとらえ、自分の考えの変化を見つめた姿

３ 授業改善後の成果

① 児童が自分の生活とかかわらせて調べたり、考えたりできる単元構成の工夫

・買い物についての家族との話し合いを大切にするなど、スーパーマーケットと自分たちの生活

とのかかわりを意識させる単元構成を仕組むことで、自分たちの生活を支える販売に関する仕

事への児童の興味・関心が高まり、主体的に追究することができるようになった。

・学習の中で取り上げたスーパーマーケットにかかわる事象を自分の生活経験をもとにして考え、

自分たちの消費生活と関連させながら実感をもって理解することができるようになった。

・家族と買い物に行ったときに、魚売り場の店員さんと言葉を交わしながら買い物をしたり、食

品の産地に目を向けたりする等、学習したことを日々の生活の中で確かめたり生かしたりして

いこうとする姿が見られるようになった。

② 資料活用の技能や表現力を高め、学びを深めることができる学習過程の工夫

・人物の営みの意味を追究する学習過程を明確にした実践の積み重ねによって、児童が社会科の

学習の進め方を理解し、資料を主体的に活用して学習できるようになった。

・児童にとって身近で、生き方に共感できる人物の教材化を図ったことで、人の営みを通して、

社会的事象を具体的にとらえていくことができるようになった。

・資料を観る視点を明確にし、事実を正確に読み取る資料活用の技能を高めていったことで、児

童が事実を的確にとらえ、事実に基づいて自らの考えを表現し追究していくことができた。

・資料の工夫や教師の指導・援助によって、生活経験、複数の資料、既習事項とつなげて考える

ことができるようになった。また、それらの考えを交流し合うことで、一人一人の見方や考え

方を深めていくことができるようになった。

③ 自分の考えを表現する喜びを味わうことができる評価の在り方

・自己評価や相互評価の仕方を身に付け、自己評価や相互評価の積み重ねによって、自分の学び

や仲間の考えのよさに気付く児童が増えてきた。

・仲間からの評価を意図的に紹介したり、教師が価値付けたりすることによって、学習に対する

満足感や充実感を味わうことができた。

・仲間のよさに学び、既習事項を積極的に活用しようとするなど、互いの学習を高めていこうと

する姿が見られるようになった。

④ 社会科学習に対する児童の意識の変化

２学期末に社会科学習に対する意識調査を行ったところ、９月に「発表することが苦手」と

答えていた２名の児童が 「２学期の社会科の学習でできるようになったこと」として次のよ、

うに記述した。

＜できるようになったこと＞

Ｉ女： 資料を指して、自分の考えをくわしく話すことができるようになった 」「 。

Ｊ男： 自分の考えを資料をつなげて書くことができるようになった。くわしく「

ふり返りを書くことができ、社会の学習が楽しくなった 」。

このように学期ごとに、社会科の学習について振り返り、授業の工夫改善の成果を児童の姿

（意識）で見届けることを大切にし、今後も児童が主体的に社会科の学習を高めていくことが

できるようにしたい。


