
１ 学習状況の把握と結果の分析

(1)学習状況の把握の方法

①平成１８年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果

②自校における単元テストによる学習状況の結果

(2)学習状況の結果と分析

①平成１８年度 岐阜県における児童生徒の学習状況調査の結果

【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（５・６年） 岐阜県（５・６年） 

社会的な思考・判断 ７０．６ ８０．４ ６７．５ ６７．０ ６９．１ ７３．７ 

観察・資料活用の技能・表現 ６８．５ ７３．６ ８３．０ ７０．５ ７５．８ ７２．１ 

社会的事象についての知識・理解 ８２．６ ８９．８ ７６．２ ７１．７ ７９．４ ８０．８ 

※数字は正答率（％）を示す。 

本校において正答率が低い問題

社会的な思考・判断

第５学年 問題番号３－３－１３ ６６．７％（県平均７９．３％）

第５学年 問題番号５－３－２０ ６１．９％（県平均７２．１％）

第６学年 問題番号４－２－１２ ５２・４％（県平均５９．０％） 

第６学年 問題番号４－３－１３ ２４．８％（県平均４２．３％）

観察・資料活用の技能・表現

第５学年 問題番号１－３－４ ５８．６％（県平均７８．２％）

第５学年 問題番号２－２－９ ５７．１％（県平均５８．８％）

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 ４８．６％（県平均５４．０％）

【分析】

社会的な思考・判断

人物やその人物が行った政策などの言葉は理解できているものの、具体的にその政策はど

のような目的で行われたものなのか、当時の社会にどんな影響を与えたのかということを考

える力に弱さが見られる。第６学年の「豊臣秀吉が全国統一にどのような役割を果たしたの

かを考え、キーワードを用いて自分の考えを表現する力」をみる問題の正答率が２４．８％

であることからも、児童の多くが検地や刀狩などの政策を通して武士と百姓の身分を区別し

ようとした豊臣秀吉の意図を考えるまでには至っていない。今後、根拠を明確にして自分の

考えを主張したり、キーワードを使って学習したことをまとめたりして、社会的事象の

意味を主体的に追究する力を育てる指導の充実が一層求められる。

事 例 小学校 社会科 第５学年「情報と社会」

テーマ ｢社会的事象の意味を主体的に追究する児童を育てる学習

指導の工夫改善｣

び授業改善

の視点

①各単位時間の役割を明確にし、児童の思考が連続する単元構成の工夫

②育てたい見方・考え方と手だてを明確にした一単位時間の工夫



観察・資料活用の技能・表現

第５学年と第６学年とで大きく実態は異なっているが、全般的に変化の状況を具体的

にとらえたり、資料から読み取ったことを適切に表現したりすることにやや弱さが見ら

れる。例えば、第５学年の「食料自給率をあらわしている表の品目の数字を基に、食料

自給率の変化をグラフにあらわすことができるか」をみる問題では、正答率が県平均を

２０％近く下回っており、統計資料から読み取った数値を基に、資料を作成する力が十

分に身に付いていないと考えられる。今後、複数の資料を関連付けて読み取ったり、自

ら資料を作成したりする活動を意図的に位置付けていくことがより一層必要である。

社会的事象についての知識・理解

用語とその用語の意味の理解は「おおむね満足できる」状況にある。ただし、第６学

年で「織田信長と宗教（ザビエル）のかかわり」の理解をみる問題の正答率が５０％を

下回っていることから、人物とその業績についての理解は課題である。その人物が行っ

たことを言葉として理解するだけでなく、調べ考える活動を通して社会的事象の意味や

働きを明確にしていくような指導の工夫が必要である。

②自校における単元テスト「これからの食料生産とわたしたち」による学習状況の結果

【結果】

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ６４％

観察・資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ８４％

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ７６％

＊ ＝ ４ ％

【分析】

社会的な思考・判断

これからの日本の食料生産の課題について、生産者と消費者の観点をもとに考える問

題に誤答が多かった。これは資料から読み取った事実を活用し、課題について多面的に

考える力が十分に身に付いていないことが原因であると考えられる。授業の中で多様な

資料を活用したり、仲間の考えも参考にしたりしながら課題を追究し、自分の見方・考

え方を広げ、深めていくよう指導する必要がある。

観察・資料活用の技能・表現

「日本の耕地面積の変化や年齢別農業人口の変化を表すグラフから、食料生産の現状や問 

題点を読み取ることができるか」をみる問題の正答率は８０％を上回っており、資料から事

実を読み取る力は高まってきている。今後も問題解決的な学習の充実を図り、課題に対して

様々な資料を活用して調べ、自分の言葉で考えをまとめることを重視した学習が大切である。

社会的事象についての知識・理解

日本の食料自給率について、適切な語句を選んでまとめる問題については、７５％を

上回る正答率であったことから、基本的な事項はおおむね理解できていると考えられる。

しかし、輸入食料品による影響についての理解をみる問題で、正答率が７５％を下回っ

ている。県の学習状況調査の結果同様、「輸入の増加」という理解にとどまらず、その

原因やそれにともなう影響についても理解を深めるような指導の工夫が必要である。



２ 分析に基づく授業改善

(1)授業改善の方針

①各単位時間の役割を明確にし、児童の思考が連続する単元構成の工夫

②育てたい見方・考え方と手だてを明確にした一単位時間の工夫

(2)改善の具体的方途と実践

①各単位時間の役割を明確にし、児童の思考が連続する単元構成の工夫

・児童の思考の流れを想定し、各単位時間の役割を明確にした。

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 くらしの中のコマーシャル 1 〈情報をつくる〉

効果的に情報を伝えることができ

るように、工夫して情報がつくられ

ていることをつかむ場

2 コマーシャルのひみつ 2

3 テレビや新聞と情報

4 情報を生かす 3 〈情報を生かす〉

多種多様な情報の中から自らの生

活や仕事に必要な価値ある情報を

選び、生かしていくことの必要性に

ついてつかむ場

5 コンピュータと情報社会 4

6 情報を発信しよう

5
〈情報を伝える〉

情報を正しく活用することの大切

さを自覚し、自ら進んで情報を発信

しようとする態度を身に付ける場

6

・単元の中で教師と児童がともに追い求め、学習を終えた後も考え続けようとする「単元を

貫く課題」を設定した。ここでは「情報は私たちの生活にどんな役割を果たしているだろ

う」という課題がそれに当たる。

・授業での終末の児童の意識を明記し、次時につながる疑問や課題を位置付け、各単位時間

を必然性のある課題で連続させた。なお、課題提示に関しては、一問一答ではなく、児童

の多様な見方・考え方を引き出すことにねらいを置いた。

②育てたい見方・考え方と手だてを明確にした一単位時間の工夫

小学校学習指導要領では、第５学年の社会科目標(3)として「社会的事象を具体的に

調査し、地図、統計などの各種の基礎的資料を効果的に活用し、調べたことを表現する

とともに、社会的事象の意味について考える力を育てるようにする」ということを掲げ

ている。また、内容(3)に「我が国の通信などの産業について、次のこと（放送、新聞、

電信電話などの産業に従事している人々の工夫や努力）を見学したり資料を活用したり

して調べ、これらの産業は国民の生活に大きな影響を及ぼしていることや情報の有効な

活用が大切であることを考えるようにする」と記されている。

「自分が知りたい情報をどんな手段で得ているのか」を児童に尋ねると、圧倒的に多

いのはテレビであろう。テレビ局では情報をより速く、正しく、分かりやすく伝えるた

めにさまざまな努力をしていることは前単元で学習する。しかし、受け手である児童の

多くは、毎日伝えられた情報を漫然と受信している場合が多く、その情報をよく見極め



ながら効果的に活用している者は少ないだろう。また、身のまわりに多くの情報があり、

自分たちの役に立っていることについては理解しているものの、すべての情報が自分た

ちにとって有益とは限らず、誤った情報が流されたり個人情報が流出してしまったりし

て、問題となっていることについてはあまり分かっていない。そこで、次々と多種多様

な情報が洪水のように流れこんでくる現代社会において、自らが価値ある情報を見分け

て収集し、情報の働きや意味を考えながら活用・発信できる見方・考え方を育てていき

たいと考える。

ア自分たちの身近にいる人たちが情報を幅広く活用する主体者となっていることに着

目した見方・考え方

手だて

・「情報を生かすコンビニエンスストア」に焦点を当てた単元を構成することによ

り、情報はメディアから受け取っているだけのものであるという見方・考え方から、

積極的に活用し、自分たちの生活や仕事に役立てていくことが大切であるという見

方・考え方への変容を図る。

イいくつかの社会的事象を関連付けて総合的にとらえた見方・考え方

手だて

・天気予報からの情報、地域行事の情報、売れ行きの情報など、それぞれの視点か

ら予想した考えを関連付けて説明したり、総合的に考察したりできるよう、授業を構成した。

また、前述のように単元の中での各単位時間の役割を明確にし、単元を貫く課題を設定した。

・毎時間、学習の高まりをキーワードを使いながらノートにまとめていくことによ

り、各単位時間の学習をつなげて考えることができる足場とする。

ウコンビニエンスストアにおける情報の役立て方が想像以上に緻密で、大掛かりなものであ

るということに着目した見方・考え方

手だて

・さまざまな情報を仕事に生かしているということに目を向け始めた児童に、大変

緻密に情報が分析されているという事実や本部を中心に情報を共有しているとい

う事実を提示することにより、情報を最大限に活用して注文数を決めているコン

ビニエンスストアの店長さんの工夫や努力に気付くことができるようにする。

エ多くの情報をもとに客数を予測しながら注文し、品切れや売れ残りを防ぐために情報を役立て

ていることに着目した見方・考え方

手だて

・本時は「天気予報からの情報」「地域の情報」「売れ行きの情報」という３つの点に集

約されると考えられる。論点が絞られ、深まりのある話し合いになるように、机間指導

の中で把握した児童の考えを生かし、意図的に指名する。

・それぞれの児童の発言がどの視点に立ったものなのかを明らかにし、板書の中で構造的

に位置付ける。また、視点が明確でない発言については問い返す。

・根拠を明らかにした発言ができるよう、検証資料として天気予報、地域の催事、

昨年度の販売数などの情報を、コンビニエンスストアの２週間分の商品注文デー

タと照らし合わせることができる形で用意する。



３ 授業改善後の成果

(1)各単位時間の役割を明確にし、児童の思考が連続する単元構成の工夫

・各単位時間の役割を明確にして単元を構成することにより、各単位時間における育てたい

見方・考え方と手だてをより明確にすることができ、指導内容の精選、重点化を図ること

ができた。

・単元を貫く課題を設定し、児童の思考の連続性に配慮しながら各単位時間を必然性のある

課題でつないだことにより、既習事項や生活経験、提示資料をもとに主体的に課題を追究

する児童の姿が見られ、社会的なものの見方・考え方を広げたり深めたりする上で有効で

あった。

自校における単元テストによる学習状況の結果

「これからの食料生産とわたしたち」の単元

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ６４％

観察・資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ８４％

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ７６％

＊＝４％

「情報と社会」の単元

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ８８％

観察・資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ９２％

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ８０％

＊＝４％

評価規準の到達度（ノートの記述より評価）

「これからの食料生産とわたしたち」の単元 Ａ１３．６、Ｂ６３．７、Ｃ２２．７

「情報と社会」の単元 Ａ２７．３、Ｂ６８．２、Ｃ ４．５

※数字は％を示す。

(2)育てたい見方・考え方と手だてを明確にした一単位時間の工夫

○一単位時間での育てたい見方・考え方を明らかにし、それをもとに児童の既存の見方・考

え方を分析することで、課題に迫るための手だてやどのように練り合いを仕組むかがより

明確になってきた。こうした単元構成を今後、他の単元にも広げ、児童が社会的なものの

見方・考え方をより広げたり深めたりする練り合いの場を意図的に仕組んでいきたい。

○見方・考え方に裏付けられた「基礎・基本」を児童が身に付けることで、自己の変容や高

まりを自覚し、社会的事象の意味を主体的に追究する児童の姿が見られた。練り合いの中

で広がり深まっていく児童一人一人の見方・考え方を的確にとらえ、組織化していくこと

ができるよう、今後は評価の在り方についてもさらに追究していく必要があると考える。

Ａ男の課題についての予想

・土日はお客さんがたくさん来ると思って多めに注文しておくと思う。

・雨の日などには外に出る人が少ないから注文数を減らしていると思う。

仲間の発言や提示された資料によって、

見方・考え方に広がりが見られる。



Ａ男の終末におけるまとめ

○○さんが言っていたように、同じ土日でも天気がよいかどうか、市のイベントがある

かどうかということなど、他の情報も見比べながら注文数を調節しているということが分

かりました。

店長さんの話からは、レジがお金の計算をするためだけにあるのではなく、商品の情報

を記録し、次の注文に生かしているということを知って、びっくりしました。

Ｂ子の前時の終末におけるまとめ

私は今までテレビや新聞を見て、「ああ、そうなんだ」と思っていたけれど、テレビや

新聞の情報でも時にはまちがっていることが分かりました。まちがった情報をそのまま信

じて、友達に伝えてしまわないよう、これからは自分でもよく確認していきたいと思いま

す。また、テレビ局や新聞社の人たちもまちがった情報を流さないようにしてほしいです。

Ｂ子の終末におけるまとめ

私は今まで、情報というのはテレビや新聞、雑誌などを見ている人たちが受け取るもの

だと思っていました。でも、コンビニエンスストアの店長さんのように、お店の商品が売

れ残ったり足りなくなったりしてしまわないよう、生かしていくものでもあるということ

が分かりました。実際に売れた数と比べてみても、計算されたように数が合っていたので

すごかったです。また、どんなお客さんがよく来るのかという情報や他の店の情報まで集

めているなんて知らなかったので、びっくりしました。

こうやって店長さんはお客さんの動きをよく考えて注文する数を決めているから、消費

者である私たちもコンビニエンスストアに行った時に、ほしい物がいつでも買えるんだな

あと思いました。情報は私たちの生活にとってとても大切なものだということを改めて感

じました。

見方・考え方に変容が見られ、本時のね

らいに迫ることができている。


