
事例 小学校 社会科 第３学年 「人びとのしごととわたしたちのくらし 工場のしごと」

テーマ 「確かに事実認識をし、思考力、判断力、表現力をはぐくむ

指導方法の工夫改善」

授業改善 ①追究の必然を生む単元指導計画の工夫改善

の視点 ②資料を読み取り、自分の考えを深める指導方法の工夫改善

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

【評価規準】

社会的事象への関心・ 社会的な思考・判断 資料活用の技能・表現 社会的事象についての

意欲・態度 知識・理解

・学校のまわりの様子 ・学校のまわりの地域 ・学校のまわりの様子 ・自然が多い所、お店

学 に関心をもち、目や や場所による、自然 を探検計画に沿って が集まっている所な

校 耳、鼻など諸感覚を が多い所、お店が集 具体的に観察・調査 ど学校のまわりの様

の 働かせて意欲的に調 まっている所などの したり資料を活用し 子は、地域・場所に

ま べようとする。また 違いや特色を具体的 たりして具体的に調 よって違いがあるこ

わ 発見をもとに進んで に考えている。 べ、その結果を絵地 とや、それぞれの地

り 伝え合おうとする。 図に工夫して表現し 域・場所の特色を理

ている。 解している。

・公共施設が集まって ・公共施設が集まって ・公共施設が集まって ・公共施設が集まって

市 いる駅南部や自然が いる駅南部や自然が いる駅南部や自然が いる駅南部、自然が

の 多い周辺部など、市 多い周辺部など、市 多い周辺部など、市 多い周辺部など、市

よ の特色ある場所の様 の場所による違いや の特色ある場所の様 の様子は場所によっ

う 子に関心をもち、意 特色を具体的に考え 子を、観察・調査し て違いがあることや

す 欲的に調べようとす ている。 たり資料を活用した それぞれの場所の特

るとともに、平らな りして具体的に調べ 色を理解している。

所に国道や店が集ま 工夫して表現してい

っているというよう る。

な市のよさを見付け

ようとしている。

【把握の方法】

①自校における単元テストの結果

（「社会的な思考・判断」「資料活用の技能・表現」「社会的事象についての知識・理解」）

②授業終末における学習のまとめ（ノート記述）

（「社会的な思考・判断」「資料活用の技能・表現」）

（２）学習状況の結果と分析



①自校における単元テスト「学校のまわり」「市の様子」「学習のまとめ」の結果

【結果】「学校のまわり」 ＊ ＝２％（以下同じ）

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 74%

資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 82%

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 96%

「市の様子」

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 58%

資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 76%

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 82%

「学習のまとめ」

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 90%

資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 58%

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 84%

上記３つの単元テストの平均

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 74%

資料活用の技能・表現 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 72%

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 87.2%

【分析】

観点についての実現状況を比べてみると、「社会的事象についての知識・理解」の内容は、三つの単

元テストの平均が８７％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、「社会的な思考・判断」と「資料活用の技能・表現」については、７０％台前



半にとどまっていることから弱さがみられる。本学年は岐阜県における児童生徒の学習状況調査(以下

｢学習状況調査｣という。)を行っていないが、学習状況調査の対象学年においては、例年「社会的な思

考・判断」と「資料活用の技能・表現」の正答率が「社会的事象についての知識・理解」と比べると

低く、現第６学年は「社会的な思考・判断」は県の平均正答率をかなり上回っているが、現第５学年

は県の平均正答率に近い実態があったり、「資料活用の技能・表現」に弱さがあったりと学年によって

違いがある。総じて「社会的事象についての知識・理解」と比べ、他の二つの観点に弱さがみられる

という実態が浮き彫りとなった。次に観点別の実現状況を詳しく見ていくこととする。

社会的な思考・判断

単元テスト「市の様子」の「社会的な思考・判断」の正答率が低かった。絵地図を見て、社会的事

象の意味を選択する問題で、正答率は５８％であり６０％を下回っている。絵地図から土地利用の様

子を読み取ったり、その土地利用の理由について考え判断したりする、社会的事象の意味追究の授業

における指導の工夫が必要である。

「資料活用の技能・表現」

単元テスト「学習のまとめ」の「資料活用の技能・表現」の正答率が低かった。絵地図を見て、土

地利用の様子や場所による地域の様子の違いを読み取る問題で正答率は５８％であり６０％を下回っ

ている。ここでも「社会的な思考・判断」と同じく資料を読み取ることを重視した指導が大切である。

「社会的事象についての知識・理解」

この観点については、平均正答率が８７％を上回っており、他の観点と比べると基本的な事項はお

おむね理解できていると考えられる。昨年度、本校の第５・６学年の学習状況調査の結果では、四方

位を答える問題についての正答率が低かったことを受けて、教室で四（八）方位や方位磁針について

学習した後、学校のまわりの探検の時や理科、体育の授業で校舎外に出た時に、たびたび「ここから

見て、○○はどの方位にありますか」とか「今どちらの方位に向かっているのかな」と児童に聞いて

方位を指導したことが確実な定着につながったと考える。また探検の時の約束・ルールや地図記号に

ついても繰り返し指導したことで正答率が高かったと考える。

②授業終末における学習のまとめ（ノート記述）

【結果】「学校のまわり」 社会的な思考・判断の授業における評価規準の到達度(ノート記述より）

「十分満足できる」状況 ＊＊ 12%

「おおむね満足できる」状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 56%

「努力を要する」状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 32%

【分析】

単元「わたしのまち みんなのまち」の学習で、学校の２階から四方位を見て場所による特徴や違

いを見付けたり、実際にいくつかのコースを設定して探検したり、それらを絵地図にまとめたりする

学習は行ったものの、社会的事象の意味追究をするのはこの授業が初めてであった。この授業のねら

いは「絵地図や交差点を通る車の台数、駅前の様子を読み取ることを通して、大きな道路や駅前など

の社会的な条件により、人が集まるから国道１９号沿いや瑞浪駅前にはお店が多いことを考える。」で

あり、課題は「国道１９号ぞいには、どうしてお店が多いのかな」であった。「努力を要する」状況に

ある３２％の児童の授業の終末におけるまとめの内容を分析すると、社会的事象そのもの（国道ぞい



にはお店が多い、車が多く走っている等）を書いている児童が２０％、まとめが書けていない児童が

１２％であった。さらに、ノートを分析して個人追究時の内容を分析すると次のような結果であった。

自分なりの考えを書いている ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 32%

資料の事実のみ書いている ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 52%

自分の想像で書いている ＊＊ 4%

何も書いていない ＊＊＊＊＊＊ 12%

資料番号を書いている ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 38%

資料をもとに課題に対する自分なりの考えを書いている児童は３２％にとどまっている。

これらの結果から、学習内容に児童の追究の必然性をもたせることができなかったことや、根拠と

なる事実を明らかにして考えを作ったり、話をしたりすることができるようにする指導が弱かったの

ではないかと考えた。

２ 分析に基づく授業改善

（１）授業改善の方針

１で述べた学習状況の把握と分析から、本校の第３学年の児童の実態として、課題に対して自

分の考えを書くことや、根拠を明らかにして考えを作ったり表現したりする力に弱さがあるとと

らえた。そこで、第３学年における指導において、追究に必然を生む単元指導計画の作成と、資

料から読み取った事実をもとに自分の考えを作り、考えを深める指導の２点に焦点化して授業改

善をしていくことにした。

①追究の必然を生む単元指導計画の工夫改善

②資料を読み取り、自分の考えを深める指導方法の工夫改善

（２）改善の具体的方途と実践

①追究の必然を生む単元指導計画の工夫改善

本単元は、小学校学習指導要領第３学年及び第４学年の目標(3)「地域における社会的事象を観

察・調査し、地図や各種の具体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、地域

社会の社会的事象の特色や相互の関連などについて考える力を育てるようにする。」に基づいてい

る。第３学年の児童が、社会的事象の事実認識をし、人々の工夫や努力を考えるためには、自分

たちの住んでいる地域の社会的事象を扱うことが重要であり、それを通して目標(1)「地域社会の

一員としての自覚をもつようにする」、目標(2)「地域社会に対する誇りと愛情を育てるようにす

る」についても達成することができると考えた。そのため、従来「おかし工場」を学習していた

が、地域の特色ある工場ではないという観点から、陶器を生産している工場を扱うことにした。

児童にとっては、自分たちの生活とのかかわりが深いこと、自分たちの市の産業として地域に根

付いていること、人々の働く場所になっていること等によって、より興味・関心を引き出し、追

究の必然を生むと考えた。



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、2 おかしの国へ １ 瑞浪市の工場

3~7 おかし工場で見つけたよ ２ 陶器作りが盛んな瑞浪市

8、9 みぢかな工場をたずねよう ３ 陶器ができるまで

10 まとめとふり返り ４ 陶器工場で働く人々

５ 品物はどこへ

６ 地域の様々な工場

7、8 まとめと振り返り

単元の導入である第１時「瑞浪市の工場」では、「瑞浪市ではどんな物が多く作られているのか」

と児童に投げかけ、予想させた。その上で「瑞浪市の工場数と従業員数」という資料を見せ、児童

は瑞浪市では陶器関係の工場が約半数、そして従業員数も約半数を占める事実をつかんだ。陶器を

身近に感じるよう、陶器の実物を見せ、知っていることや疑問に思うこと、調べてみたいことを全

体交流で出し合った。その際出された疑問を基に単元を構成した。まず、一番多かった疑問「瑞浪

市の工場で、陶器を作る工場が多いのはどうしてかな？」について第２時に学習し、その次に多か

った疑問「陶器はどのように作られるのかな？」「どうして陶器はつるつるなのかな？」を第３、４

時に、陶器工場で働く人々の願いに迫る授業を第４時に、そして残りの疑問「できた品物はどうす

るのかな？」を第５時で学習するようにした。以下は第１時から第５時の児童の様子である。

第１時では、陶器の実物を見て触ってみることで、児童は日常生活とかかわりが深い学習である

ことを認識し反応が多かった。家族が陶器工場で働いている話や自分が陶芸教室で陶器を作った体

験など意欲的に発言した。また瑞浪市では、陶器関係の工場が全工場の約半数、そして従業員数も

全工場の従業員数の約半数を占める事実を知った。

第２時では、瑞浪市で陶器工場が多い理由を「原料はどこから」「陶器作りの歩み」の２つの資料

から追究した。その際、原料の産地が結構知っている地名であったことや千年の歴史があることに

も児童は親しみや驚きを感じた。

第３時では、地元の陶器工場を取り上げ、陶器の作り方や工夫を写真資料で学習した。

第５時では、できた品物はどうするのか、そして工場で働く人々はどこから来るのかを地図で確

認しながら学習した。授業のまとめでは他地域との結び付きを地図も含めて表現した。

身近な陶器工場を取材・教材化し、児童の疑問を基に単元を構成したことで追究の必然を生み、

児童は興味・関心をもって追究した。これらの学習を通して、目標(3)「地域における社会的事象を

観察・調査し、地図や各種の具体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、地域

社会の社会的事象の特色や相互の関連などについて考える力を育てるようにする。」や目標(1)「地

域社会の一員としての自覚をもつようにする」、及び(2)「地域社会に対する誇りと愛情を育てるよ

うにする」に迫ることができた。



②資料を読み取り、自分の考えを深める指導方法の工夫改善

ア 資料を読み取る指導方法の工夫改善

「(２)学習状況の結果と分析 ②授業終末における学習のまとめ」から、資料から事実を読み

取っている児童には、さらに深く読み取ったりそこから自分の考えを作ったりする指導を、資料

から事実を読み取れない児童には、資料の読み取り方を指導する必要性を感じた。

そこで、資料の読み取り方については、「資料の何に着目するとよいのか」について指導をする

ことや、根拠を明らかにして課題に対する自分の考えを作る指導をそれぞれ、個人追究時に意図

的に行った。

□資料の読み取り方の指導（第 3学年の段階として）

ステップ１ まずどの資料も題を見る。題から何についての資料か理解する。

ステップ２ 資料の内容によって

文 ：キーワード（大事な言葉＝課題解決のためにかぎになるよう

な言葉）をさがす

絵・写真：いつ、どこで、誰が

何の絵（写真）か、何を表しているか どんな様子か見る

絵地図 ：どこに、どのように分布しているのか 見る

グラフ ：どこが大きいか、小さいか、 比べる

□資料の事実から考えを作る指導（第 3学年の段階として）

ステップ１

資料○の ～から ・・・・だと思います。

資料の番号 資料中の事実 自分の考え

ステップ２ ～なのは、 ・・・・・・だからです（だと思います）。

課題にある不思議・疑問 理由、わけ

さらに、児童がこうした資料の読み取り方を授業中常に意識できるように、教室前面に掲示し

て、継続指導を行った。また、ノートに記述するだけでなく、自分の考えの根拠を明らかにした

り仲間に自分の考えがよく伝わるように、発言の際「資料○から考えて・・・」「資料の○からで

・・・」と資料の番号を言ってから発言したりする指導も継続して行った。また、課題とのかか

わりを意識して発言ができるように「～なのは、・・・だからです(だと思います)。」 のような発

言の仕方も指導した。

その結果、６月、１０月、１１月のそれぞれの授業において、次のような結果が見られた。



【結果】１ ３つの授業（６月わたしのまちみんなのまち、１０月陶器工場で働く人、１１月スーパ

ーマーケットで働く人）において、個人追究時のノートに資料の番号が書いてあった児童

６月 わたしのまち みんなのまち ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 38％

１０月 陶器工場で働く人 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 60％

１１月 スーパーマーケットで働く人 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 74％

【結果】２ ２つの授業（１０月、１１月）において、「□資料の事実から考えを作る指導」のステッ

プ１、２に位置する児童

１０月

ステップ１の児童 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ５０％

ステップ２の児童 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ４４％

欠席その他 ＊＊＊ ６％

１１月

ステップ１の児童 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ４０％

ステップ２の児童 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ５２％

欠席その他 ＊＊＊ ６％

これらの結果から、資料の番号を明らかにして、個人追究をすることができた児童は、６月が

３８％、１０月が６０％、１１月が７４％と着実に増えていることが分かる。また資料の事実か

ら考えを作るステップ１、２について継続して指導した結果、資料の事実のみを書いている段階

（ステップ１）から課題に対する自分の考えを書ける段階（ステップ２）へと高まった児童が、

４４％から５２％へと増えていることが分かる。

イ 全体交流での問い返しの工夫における指導方法の工夫改善

全体交流においては、児童が仲間の発言内容とつなげながら、主体的に課題追究を行い認識

を広め深めていく姿が望ましい。しかし、「わたしのまち みんなのまち」の実践における授業

終末のノート記述においては、本時の学習内容が的確にノートに書けていない児童が３２％い

たことから、全体交流において、認識を広め深めていくための教師の適切な指導・援助の必要

性を感じた。全体交流における教師の出場としては、問い返しがある。今まで児童の発言の中

で難しい言葉やあいまいな言葉や内容に対して問い返しを行っていたが、さらに、児童の思考

力・判断力を高めるために、学習の流れの中で、どのタイミングでどんな問い返しをすること

が効果的なのか、改善した問い返し行う実践を試みた。



従来の問い返し 改善した問い返し

難しい言葉やあいまいな １ 難しい言葉やあいまいな言葉・内容・資料に対し

言葉・内容に対して て 「・・・ってどういうこと？」

「・・・って 「どの資料から分かるかな？」

どういうこと？」 ２ 考えや視点が違った時、その違いを明らかにする

「どの資料から 「○○さんと□□さんの違いは何だろう？」

分かるかな？」 ３ ねらいにより迫りたい時

「○○から考えると・・・なのはどうしてだ

ろう？」

「○○のことと課題とつなげるとどうだろう？」

次に掲げるのは、１０月「陶器工場で働く人」実践における授業記録の一部である。

課題「私たちは１日に１回そうじするだけなのに、とうき工場の人たちは、同じ場所を２回も

そうじするのはどうしてかな」

C1「資料２からで、傷や汚れがあったら売れないから、１日２回掃除をすると思います。」

C2「資料３から考えて、よりよい物を作ろうとしているから、２回掃除をしていると思います。」

C3「なぜ２回もやるかというと、朝１０分掃除をしないとゴミがあるといけないから２回やる

と思います。」

T１「それはどこから分かるのかな」

C3「資料２からです。」

C4「疑問で、資料２で、焼く前にどうしてエアーをかけるんですか。」

C3「疑問に答えます。陶器がよく焼けるようにエアーをかけるんだと思います。」

T２「エアーをかけるとよくやけるってこと？ どうしてかな。そのわけを教えて？」

C3「焼く前に一つ一つの商品にふきかけると、乾くから陶器がよく焼けると思います。」

C5「ぼくは傷とかシミにならないように、エアーでゴミを取ってから焼くんだと思います。」

C6「C3 さんがよく焼けると言ったことに質問で、よく焼けるように薬をつけているのに、なぜ

２回もエアーをするのかがわかりません。」

T３「C3さんとC5さんの考えが違うのは分かるかな？」

C「はい」

T「どうしてこのシミってつくんだろう？ これは C8さんの疑問だったね。」

C7「模様を付ける時にほこりとかが付いてしまうと思います。」

C8「薬にゴミが入っているかもしれないから、薬を付ける時シミがつくと思います。」

C9「私は反対で、薬にゴミが入っていたら、ほとんどの陶器にシミがついてしまうから、薬に

ゴミが入っているっていうのはおかしいと思います。」

C10「どこかにしみがあって、それが移ってしまうと思います。」

C11「ほこりが下にあることが多いから、掃除を２回すると思います。」

T４「社長さんは、こう話してみえました。」と言って

「陶器作りはほこりとのたたかいです。」という新たな資料を見せる。

「社長さんの言葉を考えると、エアーをかけるのは？」

C「ほこりを取るため。」「空気中のほこりがシミになる。」



T「C12さんやC13さんがどうしてこのシミだけで売れないの？って疑問を書いていたけど、

ほんの小さなシミなら買うと言う人？」

C （多くの児童が挙手）

T「買わないよという人？」

C （６人の児童が挙手）

T「どうして買わないのかな？ そのことと社長さんの話を結び付けるとどうだろう」

C14「まわりがきれいだから、シミが目立つから買いません。」

C15「なぜ買わないかというと、社長さんはよりよい物を作ろうと言っているから、シミが付い

ているのはよりよい物ではないから売らないんだと思います。」

資料のどこから考えたのか分かるように、T１「それはどこから分かるのかな」という問い返し

をした。C3 は「資料２からです。」と答え、根拠となる資料が明確になったからこそ C4 の「疑問

で、資料２で、焼く前にどうしてエアーをかけるんですか」という発言のつながりを生み出すこと

ができた。

また C3 の発言の後、T2「エアーをかけるとよくやけるってこと？ どうしてかな。そのわけを

教えて？」と問い返した（改善した問い返し１）。ここは「エアーをかける＝ほこりを取っていい物

を作る」というねらいに迫るため重要な内容だと判断したからである。C3 が「焼く前に一つ一つの

商品にふきかけると、乾くから陶器がよく焼けると思います。」と説明し、一方 C5 は「ぼくは傷と

かシミにならないように、エアーでゴミを取ってから焼くんだと思います。」と発表した。ここで考

えの違いが表れた。そこで「C3さんとC5さんの考えが違うのは分かるかな？」 と問い返した（改

善した問い返し２）。仲間の発言をしっかりと聞き、その違いを聞き分け、判断をしたり自分の考え

を表出したりすることが、正しい事実認識や、課題解決に向かう上で大切であることを、この問い

返しに込めた。「エアー吹き付け作業」の意図を仲間との追究で理解した後は、ほこりの原因につい

て追究を進め、Ｃ７～Ｃ１０の発言のように賛成したり付け足したり反対したりと、発表がさらに

活発になった。そして、T4「陶器作りはほこりとのたたかいです。」という資料も含め、「床にある

ほこりをなくすために２回も掃除をするんだ」という課題に対する結論にたどりつくことができた。

そしてそのことと、陶器工場で働く人の願いや消費者の思いをつなげるために、ほんの小さなシ

ミの付いた陶器を買うか買わないか全体に問うてみた。多くの児童が「買う」と反応したが、「買わ

ない」と反応した児童が６人いたため、理由を聞いた。児童はシミが目立つから買わない、シミが

ついているのはよりよいものではないから売らないと答え、「買わない」という理由を聞くことで陶

器工場で働く人の願いに迫ることができた。授業終末では次のような児童のまとめが見られた。

ほこりが空気でとんでとうきについてしまったりして、きずやしみになってしまうかもしれな

いから、エアーを使ったり２回もそうじをするんだと思いました。とうき工場ではたらく人たち

はお客さんによろこんでもらえるように、２回、長い時間だけど水ぶきをやっているんだなあと

思いました。（A子）

とうきを作る時、空中にまったほこりがとうきにつくとシミになってしまうから、水ぶきを２

回もやることがわかりました。とうき工場では、よりよいものを作ろうとがんばっているから、

おうえんしたいです。（B男）



学校でも１５分でぎりぎりだけど、とうき工場ではごみがはいるとだめだから、エアーをする

し、ごみがはいらないように２回そうじをする。はたらく人たちの、ほんとうによりよいものを

作ろうという気もちがわかりました。（C3）

C3 は、最初エアー吹き付け作業を「陶器をかわかすため」と考えていたが、改善した問い返し２と

全体交流から「ごみが陶器につかないようにする２回の掃除」「ついているほこりを見逃さない努力」

をつなげたまとめが書けている。

３ 授業改善後の成果

（１）追究の必然を生む単元指導計画の工夫改善

単元を通して陶器について学習したことで、児童は、家族が陶器工場で働いている話や自分が

陶芸教室で陶器を作った体験を発言するなど、興味・関心をもって学習に取り組んだ。また、陶

器の実物や原料となる粘土を見て触ったり、陶器にかかわる統計資料を見たりすることで、親し

みや驚きを感じながら学習することができた。さらに、単元の第１時に生まれた児童の疑問を基

に単元を構成したことで、毎時間の授業に必然を生み出すことができた。これらの学習が目標(3)

「地域における社会的事象を観察・調査し、地図や各種の具体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、地域社会の社会的事象の特色や相互の関連などについて考える力を育

てるようにする。」や目標(1)「地域社会の一員としての自覚をもつようにする」、及び(2)「地域

社会に対する誇りと愛情を育てるようにする」につながった。単元終了時の児童の学習のまとめ

を紹介する。

ほこりがほんの少しでも一つでもついたらだめだから、エアーをやったり仕事場をシートでお

おったりそうじを１日２回もやったりして、ていねいに気もちをこめてお客さんがよろこぶよう

に作っていると思います。（D男）

いつもおうちで使っている陶器がどのようにしてできたのか、はじめて分かりました。これか

らもとうきを大切に使いたいと思います。（E子）

今後は、エアーの道具などの実物資料や地域人材を有効活用を一層図りたい。

（２）資料を読み取り、自分の考えを深める指導方法の工夫改善

本単元学習後の自校における単元テストの結果

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 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 88%

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

社会的事象についての知識・理解 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 90%



１学期に行った３つの単元テストの平均と比べ、社会的な思考・判断については１４％、資料

活用の技能・能力については２０％、社会的事象についての知識・理解については約３％の伸び

がみられた。特に社会的な思考・判断、資料活用の技能・能力の伸びについては、資料の読み取

り方や問い返しなどの指導方法の工夫改善を行ってきた成果と考える。

【結果】「陶器工場ではたらく人」 社会的な思考・判断の授業における評価規準の到達度

(ノート記述より）

「十分満足できる」状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ３４％

「おおむね満足できる」状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ５０％

「努力を要する」状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊ １６％

【結果】「スーパーマーケットではたらく人」 社会的な思考・判断の授業における評価規準の到達度

(ノート記述より）

「十分満足できる」状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ４８％

「おおむね満足できる」状況 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ４２％

「努力を要する」状況 ＊＊＊＊＊ １０％

１０月に「陶器工場で働く人」、１１月に「スーパーマーケットで働く人」の学習を行い、社会

的な思考・判断の授業における評価規準の到達度を調べた。「十分満足できる」状況は、１学期６

月の１２％から１０月の３４％、１１月の４８％へと、資料の読み取り方や問い返しの指導・援

助を重ねるごとに増えた。またそれにともなって「努力を要する」状況は、６月の３２％から１０

月の１６％、１１月の１０％へと減少した。さらに、ノートを分析して個人追究時の内容を分析

すると次のような結果が出た。

【結果】「陶器工場ではたらく人」 社会的な思考・判断の授業における個人追究時の内容

資料番号を書いている。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ６０％

資料にある事実のみで終わらず ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ４４％

自分の考えも書いている。

【結果】「スーパーマーケットではたらく人」 社会的な思考・判断の授業における個人追究時の内容

資料番号を書いている。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ７４％

資料にある事実のみで終わらず ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ５２％

自分の考えも書いている。



ここでも「資料の○から・・・」と資料番号を書いている児童が、６０％から７２％へ、資料

にある事実のみを書くだけでなく、課題と結び付けて自分の考えを書いている児童も４４％から

５２％へと増加した。

これらの結果には、資料の読み取り方や考えのつくり方について、Ｐ６のステップ表を活用し

て継続して指導したことと、児童が自分の考えを見つめ直し、課題に対する見方や考え方を深め

るために、改善した問い返し行ったことの両方の指導の成果が表れたと考えられる。


