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事 例 小学校 社会科 第５学年「自動車をつくる工業」

学び方や調べ方を身に付け、主体的に社会的事象を追究するテーマ

ことができる子を育てるための単元指導計画及び指導方法の

工夫改善

授業改 ・主体的に社会的事象を追究することができる力を付けるための単元指導計

善のポ 画の工夫

イント ・調べ考えることができる力を付けるための個に応じた指導方法の工夫

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 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果の活用＞

（２）＜自校における単元テストによる学習状況の結果の活用＞

学習状況の結果と分析

【結果】

＜平成17年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の本校の正答率の比較＞

評価の観点 岐阜県本校 ５年 岐阜県 ５年 本校 ６年 岐阜県 ６年 本校 ５・６年（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

％ ％ ％ ％ ％ ％社会的な思考・判断 76.7 69.9 72.3 54.0 74.5 61.9
％ ％ ％ ％ ％ ％観察・資料活用の技能・表現 73.3 66.4 84.9 69.4 79.1 67.9
％ ％ ％ ％ ％ ％社会的事象についての知識・理解 86.7 78.3 84.6 71.6 85.6 74.9

本校において正答率が低い問題（正答率 ％以下）60
「社会的な思考・判断」

第５学年 問題番号１－４－５ 正答率５３．３％ 県平均４０．２％

第５学年 問題番号４－１－１６ 正答率５３．３％ 県平均６６．８％

第５学年 問題番号４－５－２０ 正答率４６．７％ 県平均７２．５％

「観察・資料活用の技能・表現」

第５学年 問題番号３－２－１２ 正答率６０．０％ 県平均７５．１％

「社会的事象についての知識・理解」

第５学年 問題番号２－１－６ 正答率４０．０％ 県平均７３．３％

＊＝５％＜「わたしたちの生活と食料生産」の単元テストによる学習状況より＞

努力を要する おおむね満足 十分満足観点 実現状況

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

【分析】

・すべての観点において、第５・６学年ともに県の正答率より高く、おおむね満

足できる状況にある。特に、社会的事象についての知識・理解は高い。

・社会的な思考・判断、観察・資料活用の技能・表現は、８０％を下回り、社会

的事象についての知識・理解の観点と比べると十分に力が付いていない。

そこで、この二つの観点について、それぞれ学習状況調査の結果や単元テス

トの結果を分析したところ以下のような傾向が見られた。
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「社会的な思考・判断」

・資料から事実を見付けることはできるが、読み取った事実をもとに考える力が

十分身に付いていない。

・記述式の問題に弱さが見られる。自分の考えを積極的に示していくことができ

ていない。

※資料から見付けた事実から論理的に考える力が身に付くような指導を繰り返し

行う必要がある。

、 。 、※主体的に追究し 調べ考える学習を充実させていく必要がある そのためには

児童が課題意識をもち続け、自ら調べ考えざるを得ない（自ら調べたくなる）

単元指導計画を工夫する必要がある。

「観察・資料活用の技能・表現」

・問題や資料の内容を十分理解していなかったり、文章を理解した上でそれに適

したものを考えたりすることができていない。

・グラフが複数あったり、着目点が分からなかったりすると解答できていない。

、 、・資料から直感的に読み取ることはできるが 資料の細かい部分にまで目を向け

そこから多様な考えがもてるような多面的な読み取りができていない。

※資料の着目する点はどこかを自ら気付くことができるよう、学び方や調べ方を

身に付ける授業を行っていく必要がある。

※一人一人の実態を捉え、多様な読み取り方を身に付けられるよう個に応じたき

め細かい指導をしていく必要がある。

※個々の児童の学習の状況を社会的な思考・判断、観察・資料活用の技能・表現

の二面から個人カルテに蓄積し、個別の指導に生かしていく必要がある。

授業改善へ

２ 分析に基づく授業改善

(1) 授業改善の方針

①主体的に社会的事象を追究することができる力を付けるための単元指導計画の工夫

②調べ考えることができる力を付けるための個に応じた指導方法の工夫

(2) 改善の具体的方途と実践

①主体的に社会的事象を追究することのできる力を付けるための単元指導計画の工夫

本単元では、自動車をつくる工業の学習を工場見学などの体験を取り入れながら行

う。これまでは、児童が、自分の生活と工業の学習とのかかわりがあまり感じられな

かったり、工場を見学する必然性がもてなかったりするという問題があり、児童が主

体的に追究することができる力を付けるような学習になっていなかった。そこで、本

単元において、児童が生活とのかかわりを感じ、工場の見学など、学ぶ必然性をもっ

て社会的事象を主体的に追究することを大切にするために、単元における一つ一つの

授業の役割が明確になるよう単元を構成した。また、児童の意識が連続するような単

元構成を工夫し、次の２点を配慮して単元指導計画を作成した。

（ア）児童が生活とかかわりがあることを意識できること。

※追究する意欲が単元を通して継続すること

（イ）児童が見学の視点を個々にもつこと。

※一人一人の児童が見学によって学んだことが、単元を通して生きること

そして、単元を通して調べたこと、体験したことや資料をもとにして考えたことを

生かす時間である社会的事象の意味を追究する時間とのかかわりが明確になるよう工

夫した。
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（ ）従前の単元指導計画 改善した単元指導計画（全14時間） 全14時間

１ オリエンテーション １ オリエンテーション

自動車のパンフレットを活用 （ア） ２ 自動車を購入する時に注意

し、自動車をつくる工業に興 することを家庭で調査し、

味・関心をもつ。 交流することで、自動車を

つくる工業に興味・関心を

（イ） もつ。

２ 自動車を見て、部品の多さに ３ ３万個もある自動車部品を

気付く。 （イ） 組み立てている工場の見学

３ 組立工場の様子や働く人の仕 計画を立て、各自の質問内

４ 事の様子を見学する。 容を明らかにする。

９ 関連工場の様子や働く人の仕 ４ 組立工場の様子や働く人の

事の様子を見学する。 ５ 仕事の様子を見学する。

関連工場の見学の様子を交流 ８ 関連工場の見学の計画を立10
し、まとめ、疑問をもつ。 て、各自の質問内容を明ら

かにする。

関連工場で、３回以上も検査 ９ 関連工場の様子や働く人の11
をしている理由を考える。 仕事の様子を見学する。

（社会的事象の意味追究） 関連工場の見学の様子を交10
流し、疑問等についてまと

める。

関連工場で、３回以上も検11
。査をしている理由を考える

（社会的事象の意味追究）

（ア）児童が生活とかかわりがあることを意識できること。

１・２時の家庭調査では、自動車を購入する際の家族の考えまで調査して書くよう

にした。このことにより、児童が、自分の家の自動車について詳しく知り、より自動

車のよさや生活に必要なものであることに気付き、その後の学習に興味・関心を示す

児童が増えると考えた。この調査活動の結果、児童は、自動車をつくる工業を身近な

ことに感じ、単元を通して主体的に追究し続けることができた。

（イ）児童が見学の視点を個々にもつこと。

見学の視点として、下記の３点を示し、①～③をもとに、個々の児童が自分の疑問

、 、 。や課題を意識して 見学に際し より具体的な視点をもつことができるよう指導した

①工場の概要

（工場が立てられた年月日、工場の広さ、働く人の人数、製造している物等）

②働いている人の様子

（作業の内容、作業の工程、作業している人の表情や手の動き等）

③疑問に思うことや、さらに詳しく知りたいこと

一人一人が課題をもって見学の視点をつくることが大切であるが、見学前に明確な

課題をつくることは難しいことである。そこで、前述した視点①について、パンフレ

ット等を活用し、工場の概要をつかむことができるようにした。児童が興味をもった

ことは次のようなことである。

・どうやって、金属をみんな同じように曲げるのだろう。
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・どうやって、同じ場所に穴をあけているのだろう。

・機械でつくれば、正確なのに、なぜ何度も点検するのだろう。

このように、一人一人の児童が疑問をもって、次時の見学を行う単元指導計画を作

成したことで児童の課題意識の連続を図ることができた。また、見学では、実際に自

らの疑問にかかわる場面を興味深く観察し、説明等を聞くことができたが、このこと

も課題意識の継続を意識できるようにした結果である。実際の見学では、個々の児童

が明らかになったことや、はっきりしないことを交流する活動が生まれ、個人の疑問

と仲間の疑問が話し合われ、学級全体で取り組む学習課題をつくることができた。

②調べ考えることができる力を付けるための個に応じた指導方法の工夫

（ア）個人カルテの活用

児童が、調べ考えることができる力を身に付けていくためには、個々の学習の実態

を的確に把握し、指導・援助の手だてを考えることが必要である。そのために個人カ

ルテを作成している。個人カルテの観点は、特に本校児童の課題である思考・判断、

観察・資料活用の二つの観点に絞り込んだものとし 【資料を読み取る力を育てるた、

めの個への手だて】の項目を設けた。次のものが、その個人カルテの一例である。

個人カルテの例 Ａ男
自 観点 個の学び 個の捉え

○写真資料から課題に迫る考えがもてた。 ○資料から事実を見付け、自分

動 思考 ●分布図から課題に迫る考えがもてない。 の考えを熱心に書く。

判断 例２－②④ 第７時 ○考えを矢印でつないで整理し【 】（ ）

車 て書くことができる。

○見学で見たり、聞いたりしたことを番号 ○絵・写真資料からは、課題に

を 観察 をつけ、自分で整理しながらまとめた。 迫る考えがもてる。

資料 例３－①②③ 第４・５時 ●着目する点が多い資料では課【 】（ ）

つ 活用 ○自分で重要と考える言葉を見付け、色分 題に迫る考えがもてない。

けするなど分かりやすくまとめた。 ●指導の中で、着目する視点を

く 例３－①②③ 第９時 示す必要がある。【 】（ ）

・児童の予想から、資料１の「規格通りの○○をつくること」に着目する本時、資

る ようにし、そのことが、購入者の安全性や組立工場からの信頼につなが料を読み

るという考えがもてるようにする。取る力を

工 「どうして規格通りの○○をつくることが大切なの 「規格通りの○○育てるた 。」

をつくらないとどうなるの 「自動車部品の○○をつくっている会社はめの個へ 。」

業 どうなるんだろうね 」などの言葉がけをする。 【例１－③⑤】の手だて 。

個人カルテの例 Ｂ男
自 観点 個の学び 個の捉え

○工場と学校の敷地の面積に着目し、具体 ○資料から丹念に事実を見付

動 思考 的な数字で比較して考えをもった。 け、事実をもとに自分の考

判断 【例２－②④】 えを書いた。

車 ●資料１と資料２から分かる事実から考え ○見付けた事実や自分の考え

をもつまでには至らなかった。 を整理しながら書いた。

を 【例２－④ （第７時） ●一つ一つの資料を読み取る】

○見学したことを、矢印を用いて端的にま のに時間がかかる。

つ 観察 とめた 【例３－①②③ （第４・５時） ●資料の中で着目すべき事実。 】

資料 ○大切だと考える言葉に色を付けて、自分 に気付けない。

く 活用 なりの考えをもちながらまとめた。 ●複数の資料と資料のかかわ

例３－①②③ 第９時 りを見付けることが難しい。【 】（ ）

る ・資料から具体的な数字に着目し、自分の考えを書いている姿を価値付本時、資

ける 「具体的な数字を根拠に考えがもてたね 」などの言葉がけをす料を読み 。 。

工 る。 【例１－③⑤】取る力を

・資料１の「規格通りの○○をつくること」に着目させ、その理由を考育てるた

業 える中で、購入者の思いは、資料２のどこの部分につながるかを考えめの個へ

るような言葉がけをする 「購入者の思いは資料２のどこの部分になるの手だて 。

の 」などの言葉がけをする。 【例１－⑤】。
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この個人カルテのように、本時までの児童の一人一人の学びの姿（授業の様子、学

習プリント）を蓄積し、そこから個をとらえて分析し、指導方法の工夫を行った。

（イ）資料を多面的に見て、事実を読み取る力を付けるための指導方法の工夫

資料を読み取るポイントを下記のように考えて指導を行った。

【統計資料の場合】

①統計資料に表されていることを捉える （タイトル、単位等）。

②全体の変化を見る。

③変化の大きい部分や小さい部分を見る。

④全体と部分を比較しながら見ていく。

⑤不思議に思うことや、疑問に感じることを探す。

⑥変化や比較して分かった事実の意味、不思議に思うことや疑問に感じたこと

の理由を表現する。

【絵、写真、分布図資料の場合】

①全体の様子を捉える。

②一つ一つの部分に描かれていることを見付ける。

③不思議に思うことや疑問に感じることを探す。

④不思議に思うことや疑問に感じた理由を表現する。

さらに、自分の考えの足跡がよく分かるように、調べ考えたことを整理する力も

大切な学び方であるので次のように指導した。

【整理の仕方】

①社会的事象から見付けたことや感じたことを箇条書きにして書く。

②書いたことの中から大切だと思った内容について赤色で囲んだり、アンダー

ラインを引いたりする。

③見付けたことに矢印を引き、それらのことから考えられること、疑問に感じ

たことを書く。

本時においては、以下のⅠ～Ⅲの資料を作成した。

Ⅰ 児童が、社会的事象の意味を追究することができる資料

Ⅱ 児童が、限られた時間内に事実を認識することができる資料

Ⅲ 児童が、多様な視点から考えをもつことができる資料

学習プリントは、掲載した二つの円グラフだけにして、この二つの資料に、矢印を

引き児童一人一人が考えを書き込むようにした。

資料１「生産者側の視点に立った資料」 資料２「購入者側の視点に立った資料」

また、児童の予想や個人カルテをもとに、教師が一人一人に資料のどの部分に着目

し、どのような考えがもてるとよいのかを明確にした。例えば、資料の着目する点が

分からない児童には、一番高い割合の部分に着目するという手だてを考えた。

「～会社のアンケ

ート結果」より
「家庭調査の結果」より
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資料１からは 「規格通りの○○をつくること」に６２％の人が注意していること、

【個人カルテ 例１－③⑥参照】に着目させ、その理由を考えるよう言葉がけをした。

資料２からは、３３％以上もの人が 「早く直して欲しい 」と思っているという、 。

事実に着目させ 「購入者の人は、どうしてそう思うのか 」と言葉がけをして、安、 。

【個人カルテ 例全な自動車に乗りたいという購入者の願いに気付かせるようにした。

１－③⑥参照】

また、複数の資料と資料を結び付けて考える力を育てるために、既習した資料を活

用し、資料と資料をつなぐことができるよう「他に不具合がないか心配でも、すぐに

会社の人が対応してくれるから、別に心配する必要がないのでは？」など具体的に資

【個人カルテ 例１－③⑥参照】料と資料をつなげるよう言葉をかけた。

本時の資料活用の指導では、一人一人の児童に資料と資料を結び付けて考える力を

高めることをねらいとした。本時の具体的な児童の姿では、資料１の「規格通りの○

○をつくること」と資料２の「しっかりつくって欲しい」を結び付けて、生産者が購

、 。 、入者の安全性のことを考え ○○をつくっている考えがもてることと考えた そこで

机間指導では、資料１の「規格通りの○○をつくること」に着目させ 「どうして規、

格通りに○○をつくることが大切なのか 「購入者はどんな自動車を望んでいるの。」

か 「購入者の思いは資料２のどこの部分になるのか 」などの言葉がけを個々の児。」 。

童の学習の状況に応じて行い、二つの資料の関連から考えが深まるような指導を工夫

【個人カルテ 例１－⑥、例３－③参照】した。

【個人カルテを活用した実際の指導】

Ａ男は、最初、資料のどの部分に着目して考えを書くとよいのか、なかなか分から

なかった。そこで、個人カルテに基づいて言葉がけを行ったところ、Ａ男は、資料１

の「規格通りの○○をつくること」に着目し、課題の解決に迫る下記のような考えを

もつことができた。

○○を３回も確認する工夫で、規格通りの○○をつくる努力が、自動車部品の

○○を納める会社への信頼につながる。だから、その会社が○○の部品を納める

シェアが１００％になっていると思う。

Ｂ男は、最初、資料１と資料２の個々の資料からだけしか考えがもてず、複数の資

料を関連付けて考えることができていなかった。そこで、 男が着目していた資料１B
の「規格通りの○○をつくること」と資料２を比べ、矢印でつないで考えるよう指導

した。Ｂ男は、何本も矢印を引きながら、その関連性を考え、資料１の「規格通りの

○○をつくること」と資料２の「しっかりつくって欲しいということ」を矢印でつな

ぎ、下記のような考えをもった。

自動車に乗る人達は、しっかりとつくった安全な自動車に乗りたいと思ってい

る。だから、自動車に乗る人のことを考えて、安全な車をつくることができるよ

う規格通りの○○をつくるために努力や工夫をしている人たちが６２％以上もい

。 。 。る それが企業の信頼にもつながっていくと思う この信頼が企業の利益になる

本時、このように個人カルテに基づき 「どんな状況の児童に、どんな力を付ける、

ために、どの場面で、どのような言葉がけや働きかけを行うか」を個に応じて工夫し

たことが、資料の着目する点が分からず課題に迫る考えがもてないＡ男、複数の資料

の関連性を見付けて、つなげて考えることができないＢ男の変容に至ったと考える。
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３ 授業改善後の成果

①主体的に社会的事象を追究することができる力を付けるための単元指導計画の工夫

・本時のなかで、単元の学習まとめの教室掲示を積極的に利用して課題追究を行う児童

が多く見られた。また、第 時以降も単元の導入の時に行った家庭調査とつなげて11
考えようとするなど、自分の生活とのかかわりを意識して単元を通して意欲的に学習

に取り組む姿が見られた。

・家庭調査や見学の視点をもつ時間を設けたことによって、個々の児童の事実認識が深

まった。その結果、教師が用意した資料だけでなく、既習した学習内容を積極的に活

用したり、さらに自ら調べたことをもとに追究しようとしたりする児童の姿がみられ

た。単元指導計画に家庭調査を位置付けたり、見学の視点を確実にどの児童にももた

せたりしたことは、児童に学習の連続性を意識させ、主体的に社会的事象を追究する

力を付ける上で有効であった。

②調べ考えることができる力を付けるための個に応じた指導方法の工夫

・事実を的確に読み取り、事実を根拠に考えを書くことができるようになったり、前時

までの学習や資料と資料とをつないで考えを書いたりする児童も増えてきた。資料の

着目する点に自ら気付くことができるよう、個人カルテをもとに個に応じた指導を継

続したり、複数の資料を関連付ける働きかけを個に応じて行ったりしてきたことは有

効であった。今後は、より指導に生かすことのできる個人カルテのまとめ方や活用の

仕方、使いやすいカルテの在り方などを考えていく必要がある。

、 、 、・今後 統計資料なども積極的に活用し 数値や変化を丹念に読み取る指導を進めたり

、 、 、資料と資料との関連性を見付け 考える指導を繰り返し行ったりすることで さらに

資料を読み取り、考える力が身に付くものと考える。


