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事例 小学校 社会科 第４学年 「くらしと土地の様子～山地のくらし～」

テーマ 「自ら問いを見付け、調べ考える力を育てる社会科

学習の工夫改善」
授業改善 ①児童が自ら調べたり、考えたりすることができる単元構成の工夫

の視点 ②資料活用能力を育成し、学び深めることができる授業の工夫

１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握方法

①平成１８年度 岐阜県における学習状況調査の結果

②自校における単元テストの結果や学力調査の結果

(2)学習状況の結果と分析

①平成１８年度 岐阜県における学習状況調査の結果

【結果】

本校において正答率が低い問題 ※数字は正答率(％)を示す。

「社会的な思考・判断」

第６学年 問題番号４－２－ ２ 正答率４６．４％

問題番号４－２－ ３ 正答率４１．４％

「観察・資料活用の技能・表現」

第５学年 問題番号２－２－ ９ 正答率５９．７％

第６学年 問題番号３－２－ ９ 正答率５９．８％

問題番号６－３－１９ 正答率３８．１％

「社会的事象についての知識・理解」

第６学年 問題番号４－１－１１ 正答率４４．３％

②自校における単元テストの結果や学力調査の結果 ＊＝５％

ア「水はどこから」の単元テストによる学習状況

観点 実現状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

社会的な思考・判断 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ７０％

観察・資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ８０％

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ７０％

イ第３学年時の学力調査の結果

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

社会的な思考・判断 ８０．１％ ８０．４％ ６４．０％ ６７．０％ ７２．０％ ７３．７％

観察・資料活用の技能・表現 ７７．６％ ７３．６％ ６８．５％ ７０．５％ ７３．０％ ７２．０％

社会的事象についての知識・理解 ８８．４％ ８９．８％ ７１．３％ ７１．７％ ７９．８％ ８０．７％

評価の観点 期待正答率 本校平均

学校のまわりのようす ７５．０％ ８８．７％

まちの地図の見方 ７０．０％ ７４，６％

買いものしらべ ７５．０％ ８５．２％

いろいろな店 ７８．８％ ８５，９％

店ではたらく人 ７９．３％ ９０．４％
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【分析】

①平成１８年度 岐阜県における学習状況調査の結果から

・すべての観点において、第５・６学年ともに県の正答率とほぼ同じくらいといえる。

・社会的な思考・判断、観察・資料活用の技能・表現は８０％を大きく下回っており、

社会事象についての知識・理解と比べると十分に力が付いていない。

②自校における単元テストの結果や第３学年時の学力調査の結果から

・すべての観点において期待正答率を上回り、おおむね満足できる状況にある。

特に店ではたらく人については正答率が高い。

・まちの地図の見方については、８０％を下回っており、地図の見方については十分

に力が付いていない。

そこで、二つの観点について、学習状況調査の結果や単元テスト・第３学年時の学

力調査の結果を分析したところ、以下のような傾向が見られた。

「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。

・キーワードを使った記述式の問題に弱さが見られる。自分の考えを示すことが不慣

れである。

＊資料から見付けた事実から論理的に考える力を身に付けるような指導を繰り返

し行う必要がある。

＊一つの資料を多面的に読み取ったり、複数の資料をかかわらせたりして考え作

りを行う必要がある。

＊児童自らが課題をもち、調べ考える学習を充実することが必要である。そのた

めには、児童が課題意識をもち続け、自ら調べ考えていける単元の指導計画を

工夫する必要がある。

「観察・資料活用の技能・表現」

・複数のグラフから数値や変化を読み取る力が十分身に付いていない。

・地図や分布図・縮尺や方位についての読み取りが十分身に付いていない。

＊一つの資料から多面的に読み取ったり、複数の資料をかかわらせて考えたり、

様々な統計資料を読み取って考える必要がある。

＊資料活用の技能を系統的に指導し、その技能が確実に身に付くよう繰り返し指

導する必要がある。

＊児童が表現する力を身に付けることができるために、まとめや振り返りを書く

場面で、キーワードを用いてまとめることが必要である。

２ 分析に基づく授業改善

（1)授業改善の方針

①児童が自ら調べたり、考えたりすることができる単元構成の工夫

②資料活用能力を育成し、学び深めることができる授業の工夫

（2)改善の具体的方途と実践

①児童が自ら調べたり、考えたりすることができる単元構成の工夫

本単元は、「県の地形や産業から見て県内の特色のある地域の人々の生活について

調べ、その特色やよさをとらえていくとともに、私たちの住む県に対する誇りと愛情

を育てていくこと」を主なねらいとしている。

第４学年の児童が、社会的事象の事実をとらえ自ら調べ、考え、実感をもって理解
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できるようにするためには、児童の生活経験や既習内容とかかわらせた単元構成にす

る必要がある。児童が自分の問いを見付け、調べ考える力を付けるためには、各授業

を a、 b、 c、ｄの４つのタイプに分類して、その授業の役割を明確にして単元指導計
画に位置付けた。

a 社会的事象との出会いの授業

b 社会的事象の事実やしくみなどをとらえる授業

c 社会的事象の意味を考える授業

d 人物の願いや生き方に迫り、新たな見方や考え方を切り開く授業

そこで、「山地のくらし」の前に、第３学年時の自分たちのくらしや低地のくらし

に目を向けることができるようにするために、事前に行うレディネスが必要であると

考えたので次のように改善した。

レディネス

単元導入前に既習学習の確認を行った。

従前の単元指導計画簡易版 改善した単元指導計画簡易版

１ 県内各地のパンフレットから山地 １ 県内各地のパンフレットや地形

２ のくらしについて話し合う。 a 図から山地のくらしについて話

し合う。

３ 山地の地形と気候について調べ ２ 高山市国府町について調べたい

４ る。 ３ ことを交流し、調べ学習を行う。

b

５ 山地を生かしたくらしについて調 ４ 国府町の土地を生かした農業・

べる。 b 特産物について調べる。

６ 酪農がさかんなわけを考える。 ５ 木工所が多いわけを考える。

c

７ ○○作りはどのように行われてい ６ ○○さんの桃作りについて調べ

るのか調べる。 ７ る。

b

８ ○○作りがさかんなわけを考え ８ ○○さんが米作りから桃作りに

る。 d 変えたわけを考える。

９ 山地のくらしをまとめる。 ９ 山地のくらしの工夫を調べ、ま

c とめる。
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②資料活用能力を育成し、学び深めることができる授業の工夫

ア 必然ある課題を生み出すための「教師の問い」から「児童の問い」への転換

・「児童が問いを見付ける」ための導入段階での工夫

児童が主体的に学習活動に取り組み、課題解決に向かって思考を深めていくため

には、児童が「この問題を調べたい、もっと追究したい」という課題意識がわき起

こるような学習課題が必要であると考えた。

では、具体的にどのような課題が必要であるのかと言えば、児童の現在の生活や、

今後の生活にかかわりをもつような切実感ある課題であり、児童一人一人の内面に

「このことはなんとかしないといけない」と受け止めていくような内容を含んだ課

題であると考えた。

そこで、そうした学習課題を生み出すために、導入部分で大切にしてきたことは、

本時と前時までに学習した内容とのつながりである。そして、前時までに学習した

内容との認識のズレを生み出すために次のような「感動」を大切にした事象の提示

を工夫した。

感動を生み出す条件

①新奇性「びっくりした」

②意外性「驚き、不思議だ」

③偉大性「すごいなあ」

④興味性「やってみたい」

⑤美しさ「きれいだな」

＜社会「ごみの処理と利用」７月４日実践＞

新奇性のある資料を提示した時の授業記録

Ａ男の例

Ｔ１資料提示（ごみ収集所の様子）

Ｃ１「ごみがあります。」

Ｃ２「Ｃ１と似ていてごみ収集所の様子だと思います。」

Ｃ３「ごみが道路に置かれています。」

Ｔ２資料提示（ネットがかけてあるごみ収集所の様子）

Ｃ全「えーっ。ネットがかけてある。」（びっくり）

Ｃ４「もやせるごみにネットがかけてあります。」

Ｃ５「Ｃ４に付け足して、ぼくももやせるごみにネットがかけてあると思います。」

Ａ男「Ｃ５とちがって、どうしてネットをかけたのかを調べたいです。」

Ｃ全「どうしてかけたのだろう。」

Ｃ６「わけは、カラスがごみをあらすからだと思います。」

Ｃ７「パッカー車の人が困るからだと思います。」

Ａ男は１学期の段階では、資料から見付けたことから疑問を出すにとどまっていた。

資料をさらに厳選していくことで、疑問を出すだけでなくそこから自分の予想まで本

時では出すことができた。

↓
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＜社会「山地のくらし」の実践＞

Ｔ１資料提示（昭和２０年頃の上広瀬地区の農家の数）

Ｃ１「上広瀬地区の農家の数だと思います。」

Ｃ２「Ｃ１と似ていて上広瀬地区の米作りの農家の数だと思います。」

Ｃ３「米作りの農家の数が５０戸あります。」

Ｔ２資料提示（昭和３５年の上広瀬地区の農家の数）

Ｃ全「えーっ。桃作りの農家の数が増えている。」（びっくり）

Ｃ４「Ｃ３とちがって、桃作りの農家が１５年で増えています。」

Ｃ５「Ｃ４に付け足して、桃作りの農家が４７戸も増えていると思います。」

Ａ男「Ｃ５とちがって、どうして１５年で桃作りの農家が増えたのかを調べたいです。」

Ｃ全「どうしてかえたのだろう。」

Ａ男「わけは、桃作りが国府町にあっていたからだと思います。」

Ｃ６「気候があっていたからだと思います。」

イ 「児童が答えを導く」深まりのある「練り合い」の場の組織化

児童が、課題に対してより深く考え、自らの学びそのものを深めていくために、

学習課題に対する自分なりの見方や考え方を仲間と交流し、見方や考え方を広げた

り、より深めたりしていく場を明確に位置付けるとともに、その在り方を工夫する

ことが必要であると考えた。また、そのとき児童が自ら｢練り合い｣をするには、仲

間の見方や考え方と比較したり、関連付けて追究したり、課題に対する自分や仲間

の考えを公正に判断し総合的に結論付けたりする力が必要となると考え、次のよう

に指導の方法を工夫した。

ａ学習過程の中に、自分の見方や考え方を仲間の見方や考え方と比較したり、関連付

けたりする話し合いの場を設けるとともに、話し合いの方法を工夫することで個の

考えが表現できるようにする。

ｂ自分や仲間の考えを公正に判断し、総合的に結論付けるための教師による問い返し

発問を工夫して行う。

ｃ練り合いのツールを具体的に示し、学び合いの中で活用して練り合いに生かすよう

にする。

＜児童に示した具体的な練り合いのツール＞

・比較「○○と○○を比べると～」

・関連「○○と○○の共通することは～」

・総合「今までのことをまとめると～」
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＜社会「ごみの処理と利用」７月４日実践＞

Ｂ子の例

Ｃ１「わたしは、資料２からカラスがつつくと中のごみが出てきて収集場所が汚れるか

ら、○○さんがネットをかけたんだと思います。」

Ｃ２「ぼくはＣ１に付け足しで、収集場所が汚れることも関係があるけれど、資料３か

らパッカー車の人も汚れると掃除をしなければいけないから困ると思います。」

Ｔ１「Ｃ２は、Ｃ１の意見につなげて考えることができたね。」 （中略）

Ｃ３「～だから○○さんがネットをかけたと思います。」

Ｔ２「ネットをかけるには費用もかかるから、そのままでいいんじゃないの？」

少し沈黙後（問い返しの後、さらに考えようとしている）

Ｂ子「費用がかかっても、町が美しければいいし、資料にはカラスなどがあらすと、私

たちのお家の人も困るのでネットをかけたんだと思います。」

↓
＜社会「山地のくらし」実践＞

Ｃ１「わたしは、資料２から国府町の気温は、昼は３０度で夜になると１５度で寒暖の

差が桃にいいから、○○さんが桃作りにかえたんだと思います。」

Ｃ２「ぼくはＣ１に付け足しで、寒暖の差も関係があるけれど、資料３から上広瀬の土

地は傾斜していて水はけもいいからだと思います。」

Ｔ１「Ｃ２は、Ｃ１の意見につなげて考えることができたね。」 （中略）

Ｃ３「～だから○○さんが桃作りにかえたんだと思います。」

Ｔ２「羽島や海津では桃作りはできないの？」

少し沈黙後（問い返しの後、さらに考えようとしている）

Ｃ４「桃作りはできるけれど、桃は８月から９月に収穫でき、気温差は羽島にもあるけ

れど国府町の方が気温の差があり甘い桃が作ることができると思います。」

Ｔ３「地形や気候があっているから桃作りにかえたの？」

Ｂ子「桃作りの組合で研究した。その研究から桃が育ちやすい土地であることが分かっ

た。今までのことをまとめると、果樹園では雨が降っても用水に入ってぐしゃぐ

しゃにならないし、国府町の気温差がはげしいことから桃は作りやすい。また、

ピーチロードは南にあるから、日の当たる向きまで考えて工夫して、桃が育つの

に適していることが分かると思います。」

Ｂ子の場合、７月・１１月の実践の両方ともに、問い返し発問後に発言しているが、

７月の時には、問い返したことについての発言をするにとどまっていた。

しかし、１１月の実践では、問い返したことの発言以外に、「練り合い」のツール

｢総合｣を使って、これまでの仲間の意見をまとめ、資料から分かる自分の意見を付け

足しながら発言できるようになった。

ウ 資料活用の力を伸ばすための「学び方」の基礎・基本の定着

これまで資料を活用する力を身に付けるために取り組んできた、資料の読み取り表

を見直し、昨年度までは８つの窓から読み取ってきたものを、児童の実態に合わせて

今年度は４つに絞って実践を行った。
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以前の資料読み取り表 改善した資料読み取り表

ヘリコプター読み ぼうえんきょう読み (資料のある部分を見てわかることをさがす)

ぼうえんきょう読み 比べ読み (資料と資料をくらべてわかることをさがす)

比べ読み ドッキング読み (資料と資料をつなげてわかることをさがす)

ドッキング読み 心読み (人の心情を考えわかることをさがす)

心読み

未来読み

虫めがね読み

歴史読み

３ 授業改善後の成果

(1)児童が自ら調べたり、考えたりすることができる単元構成の工夫

・本時の中で、単元の学習まとめの掲示と本時の資料をかかわらせて課題追究を行う姿

が多く見られた。また、第８時以降の授業や他の単元でも自分の住んでいる所と比べ

ながら、意欲的に学習に取り組む姿が見られた。

・本単元に入る前にレディネスを位置付けたことで、それまでの児童の意識や知識など

がよく分かり、授業に生かすことができた。

｢山地のくらし」の単元テストによる学習状況 ＊＝５％

(2)資料活用能力を育成し、学び深めることができる授業の工夫

ア 必然ある課題を生み出すための「教師の問い」から「児童の問い」への転換

・導入時の「児童の問い」を生み出し、課題化を図る過程では、資料を厳選し、提示

することで 児童自らが課題を作っていくことができるようになった。

イ「児童が答えを導く」深まりのある「練り合い」の場の組織化

・自らの見方・考え方を高めていく｢練り合い｣の場では、問い返しの発問や新たな資

料を提示することで、「深める話し合い」へと導くことができた。

ウ 資料活用の力を伸ばすための「学び方」の基礎・基本の定着

・資料の読み取り方を教室に掲示し、単に資料の活用の仕方を認めるのではなく、資

料の活用が課題追究に生きた時に価値付け、全体に広めることで、子どもたちは課

題追究できた充実感をもち、自信をもって授業に向かうことができるようになった。

観点 実現状況 努力を要する おおむね満足 十分満足

社会的な思考・判断 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ８０％

観察・資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ９０％

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ７５％

資料の読み取り表については、これまでは、たくさん

読み方があり、どれを使っていいか迷う場面があったが、

絞り込みをしていったことで、児童がこれまで以上に活

用する機会が増えてきた。 授業の中でも、「資料○をぼ

うえんきょう読みで読むと～」という発言や「資料○と

資料○とをドッキング読みで読むと～」いう発言がこの

実践を通して多く見られるようになった。


