
１．単元名 「情報を伝える人々とわたしたち」 
 
２．単元づくりのポイント 
（１）教材化 
   本単元では、新聞・放送などの産業は、国民に正確な情報を分かりやすく早く伝えるために多種

多様な情報を収集し、選択・加工していること、社会の出来事をより多くの国民に伝えるためにイ

ンターネットなどの様々な情報媒体から必要な情報を収集していることなどを基に、放送、新聞な

どの産業の役割について理解するようにします。 
本単元では、「放送、新聞などの産業」の中から一つを選択して取り上げます。その際、情報の

送り手と受け手の立場から多角的に考え、受け手として正しく判断することや送り手として責任を

もつことが大切であることに気付くようににします。 
 
（２）学習過程 

   本単元では、情報を集め発信するまでの工夫や努力に着目して、例えば、情報をどのように集め

ているか、どのように選択・加工・整理して国民に伝えているかなどの問いを設けて調べたり、発

信された情報と国民生活を関連付けて考えたりして、調べたことや考えたことを表現するようにし

ます。 
   また、学習したことを基に、国民は適切な情報を見極める必要があることなど情報活用の在り方

を多角的に考えて、情報化社会のよさや課題について自分の考えをまとめることができるよう指導

することが大切です。 
   
（３）学習活動 
   本単元では、放送局、新聞社などに従事している人への聞き取り調査をしたり、ニュース番組

の映像などの各種の資料、コンピュータなどを使って調べたりして、図表などにまとめるようにし

ます。ここでは、聞き取り調査をしたりコンピュータなどを使ったりして適切に情報を集める技能、

映像や新聞などの資料から適切に情報を読み取る技能、情報活用の様子などを図表などにまとめる

技能などを身に付けるようにすること、またその際、情報の出典を確認したり、複数の情報を比較

したりして、情報の確かさや送り手の意図を確認できるようにすることが大切です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．単元目標 
 我が国の産業と情報との関わりについて、情報を集め発信するまでの工夫や努力などに着目し、聞き

取り調査をしたり映像や新聞などの各種資料で調べたりしてまとめ、放送、新聞などの産業の様子を捉

え、それらの産業が国民生活に果たす役割を考え、表現することを通して、放送の産業は、国民に大き

な影響を及ぼしていることを理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究し、解決しよう

としたり、情報を有効に活用することについて、情報の送り手と受け手の立場から多角的に考えようと

したりする態度を養う。 
 
４．評価規準 

知識及び技能 思考力・判断力・表現力 主体的に学習に取り組む態度 
① 情報を集め発信するまでの

工夫や努力などについて、放

送局や新聞社へ聞き取り調

査をしたり、ニュース番組や

新聞記事などの各種の資料、

コンピュータなどで調べた

りして、必要な情報を集め、

読み取り、放送、新聞などの

産業の様子について理解し

ている。 
② 調べたことを図表や文など

にまとめ、放送・新聞などの

産業は、国民生活に大きな影

響を及ぼしていることを理

解している。 

① 情報を集め発信するまでの

工夫や努力に着目して問い

を見出し、放送・新聞などの

産業の様子について考え、表

現している。 
② 放送局や新聞社などから発      

信される情報と自分たちの

生活を関連付け、総合などし

て、それらの産業が国民生活

に果たす役割を考え、表現し

ている。 

① 我が国の産業と情報との関

わりについて、予想や学習計

画を立てたり、見直したりし

て、主体的に学習問題を追究

し、解決しようとしている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．単元の構想と評価（６時間扱い） 
単元の構想と予想される児童の反応 備考（○）と具体の評価規準 

 
 
 
 
 
 
 
 
・本を読むことでたくさんのことを知ることができるね。 
・うちではテレビで天気予報を確認しているよ。 
・インターネットを使うと素早く調べることができるよ。 
 
 
・ニュースなど報道番組が一番多いんだね。 
 
 
 
 
 
 
＜予想＞ 
・取材をしているはずだよね。 
・撮ってきた映像を放送するために短くしているはずだね。 
・アナウンサーの人は読む練習をしていると思うよ。 
・誰が放送する原稿を書いているんじゃないかな 
＜調べること＞ 
・どうやって放送する情報を集めているのか調べよう。 
・どうやって放送する内容を決めているのか調べよう。 
・ニュース番組づくりの中で気を付けていることを調べよう。 
 ニュース番組を作るためには、取材をするなど多くの情報を

集めているんじゃないかな。集めた情報を選んだり、編集した

りして観ている人にわかりやすく伝えるための工夫もあると

思うよ。どんな工夫をしているのか調べていきたいな。 
 
 
 
 
 

〇情報について興味を持てるよ

うにするために、教科書のイ

ラストを見て、自分たちが日

頃何を通してどのような情報

を得ているのかを見つける活

動をする。 
 
〇可能ならば、事前にニュース

等情報を得る媒体として何を

利用しているか保護者にアン

ケートを取るのもよい 
 
〇ニュース番組が多いことに気

付かせるために、予め番組の

内容を表などにまとめておく 
 
（思－①） 

情報収集の方法や集めた情報

の加工、伝えるための方法な

どに着目して問いを見出して

いる。 
 
〇学習の見通しがもてるよう

に、調べていく項目をグルー

プ分けしていくようにする。

（例：取材、編集、放送原稿

など） 
 
（態－①） 
ニュース番組について、学習

問題の解決に向けた予想や学

習計画を立て、解決の見通し

をもっている。 
 
〇子どもたちがテレビのニュー

スに興味がもてるように、ニ

ュースが放送される回数の資

料を準備し、提示する。 

テレビの１週間の放送内容 

（単元を見通す学習問題） 
多くの人が利用するニュース番組はどのように作られ、私た

ちに届けられているのだろうか 
 

街や家の中で受け取る情報・あつかう情報 

① 情報収集の方法や集めた情報の加工、伝えるための方法

などに着目して問いを見出し、学習計画を立て、主体的

に学習問題を追究しようとするようにする。 

③テレビ局では正確な情報を伝えるために工夫や努力をして

いることを分かるようにする。 

身の回りの情報とのつながりを見つけよう 
 

予想をもとに学習計画を立てよう 

１日のテレビ放送の中でニュースが放送される回数(番組表) 

評価規準の□は「記録に残す評価」

他は「指導に生かす評価」 



・ほぼ１時間に１回はニュースが放送されているんだね。 
・何回も放送するためにどうやって作っているのかな。 
 
 
 
 
 
・現場にかけつけるということは、色々な場所で取材をしている。 
・集めてきた情報をテレビ局で編集している。 
・アナウンサーは本番前に原稿を読んで練習するんだね。 
 
 
・事故や事件の現場に記者やカメラマンが行って映像やインタビ

ューをとるんだね。 
・ニュース番組で伝える内容や順番を打ち合わせで話し合って決

めるんだね。 
 
・間違いがわかった時には、すぐに訂正しているね。 
ニュース番組は放送局の人がたくさんの情報を集め、その中

から放送する内容を話し合って決め、流す映像を編集し、キャ

スターの人がニュース番組で原稿を読んだり、映像を流したり

しているんだね。間違えた場合は繰り返し訂正することで、正

確な内容を放送するように努力しているんだね。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・取材したことが、本当に正しいことなのか確かめるためには時

間がかかってしまう。それほどまでに、正しい情報を届けるこ

とが大切だと考えている。 
・くり返しチェックすることで、正確さを上げていると思う。 
 
 
・テレビ放送は一度に多くの人へ情報を届けるから、やっぱり情

報の正しさは大切なんだね。 

〇一日に何回も放送されている

事実から、情報の「早さ」に

気付けるようにする。 
 
〇いくつもの工程があることか

ら、ニュース番組を作るには、

多くの人が関わっていること

に気付けるようにする。 
 
〇確かな取材や原稿チェックな

どをくり返していることから

情報の「正確さ」の大切さに

も気付けるようにする。 
 
 
 
 
 
（知－①） 

正確な情報を集め発信するま

での工夫や努力について映像

資料やコンピュータで調べ、

理解している。 
 
 
 
 
〇資料の時刻に着目すること

で、「一つの番組を作るために

長い時間をかけていること」

に気付けるようにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１日に何回も放送されるテレビのニュース番組はどのよう

に作られ、放送されているのだろうか 
 

「何を選んで伝える テレビニュース」 

④テレビ局では、正確に早くわかりやすい情報を届けるために

工夫や努力を重ねていることについて分かるようにする。 

ある日のニュース番組が放送されるまで 

３０分間の放送のために、なぜ１０時間も前から作り始めて

いるのだろうか 

編集責任者・アナウンサーの話 

誤報を放送したときの訂正の映像 

情報を集める・選ぶ・編集する・伝える写真 



・大きな責任を感じる仕事ということだね。 
テレビ局では、正しい情報をわかりやすく間違いのないよう

に伝えるために、時間や人数をかけてニュースを届けている

ね。そのためには、あやまった情報を流したり、迷惑をかけた

りしないように、くり返しチェックをするなどの努力をしてい

るんだね。 
 
 
 
 
 
・金メダルをとったことを伝えているね。 
・私も実際にテレビで何回か見たことがあるよ。 
 
 
・国民が知りたいと思っている情報を届けたいからだと思う。 
・世の中は常に動いているから、その動きに合わせて届ける情報

も考えていかなければならないんだよ。 
 
 
・その時、多くの人が求めている情報は何かを考えて伝えること

が重要なんだね。 
・地震や津波など、情報には今すぐに伝えなければいけないこと

もあるんだ。国民が避難することができるね。 
・正しい情報であること、わかりやすく伝えること、早く伝える

ことなど情報を発信する放送局が大切にしていることがわかっ

たよ。 
 テレビ局は、世の中の動きをよく見ながら、早く正確にわか

りやすく情報を国民に伝えているね。そうして届く情報によっ

て、私たちの生活は、より豊かになっているんだね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（知－①） 

正確にわかりやすく情報を届

けるための工夫や努力につい

て理解している。 
  
 
 
 
〇実際に速報が流された様子に

ついては、インターネットな

どの動画などを視聴させるの

もよい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（知－①） 

放送局が情報を発信するとき

に大切にしていることを理解

している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤緊急の場合には、情報を知りたい人々のために、準備して

いた番組を中断して内容を差し替えて新しい情報を届ける

努力について分かるようにする。 

（単元を振り返る学習問題） 
多くの人が利用するニュース番組はどのように作られ、私た

ちに届けられているのだろうか 

調べて分かったことを図表にまとめよう 

速報が流れている映像 

なぜ番組を中断して緊急速報を流しているのだろうか 

「ほかにも重要だと思うことはありますか？」 

⑥学習をまとめることで、放送産業が国民生活に果たす役割

を分かるようにし、学習したことを基に社会への関わり方

を選択・判断したりして、適切に表現するようにする。 



 
 

放送局で働く人々は、大量の情報の中からわかりやすく編

集したり、内容を何度も確認したりするなど、情報を正確に

届けるために、協力や努力をしていたね。また、情報によっ

て多くの人の考え方や行動を決めるきっかけとなることか

ら、情報を選んで届けたり伝えたりすることも大切なんだね 
 
 
・情報をしっかりと届けたいという思いと責任感をもっていたよ。 
・あいまいな情報や人をきずつける情報を広めてしまうことが増

えているみたいだよ。 
・マスメディアの責任を果たそうと言っている。情報を受け取る

私たちにも考えなければならないことがあるね。 
 
 
・届いた情報がどのような情報なのか、しっかりと考えて受け取

る必要があるんじゃないかな。 
・インターネットの進展や利用で、私たちが発信者となることも

あるから、気を付けなければいけないね。 
私たちはテレビやその他のメディアの人々が作った様々な

情報を得て生活している。発信者である放送局の人たちが責任

をもって気を付けているように、情報を受け取る私たちもしっ

かりと考えなければならないと思う。 

（知－②） 
放送局がどのように情報を発

信しているのか、その時に何

を大切にしているのかを図表

にまとめ、放送の産業が自分

たちの生活に大きな影響を及

ぼしていることを理解してい

る。 
 
 
 
 
 
〇発信者として気を付けている

ことや大切にしていることを

明確にすることで、受信者で

ある自分たちも比較して考え

られるようにする。 
 
（思－②） 
様々な方法で得たその情報を

正しく判断して受け取ること

と送り手として責任をもつこ

との大切さについて考え、表

現している。 
 

これまでのノート、資料、掲示物 

情報を受け取るわたしたちが気を付けることを考えよう 

情報の発信者としてできることは？（教科書） 



１．単元名   「くらしと産業を変える情報通信技術」 

 

２．単元づくりのポイント 

（１）教材化 

本単元は、多様で大量の情報を情報通信技術で瞬時に収集・発信し、それらを活用することで産

業が変化し発展していること、国民がコンピュータや携帯電話などの情報通信機器を利用すること

により、いつでも、どこでも様々なサービスを享受でき、生活が向上していることなどを基に、情

報や情報通信技術を活用する産業の役割について理解することします。 

本単元は、「販売、運輸、観光、医療、福祉など」情報を活用して発展している産業の中から選択

して取り上げます。取り上げる事例としては、例えば、販売情報を収集・分析して商品の入荷量や

販売量を予測したり、インターネット上で商品の管理を行ったりしている販売業、交通や位置、気

象などの情報を活用したり、倉庫を運営する産業と連携して迅速かつ効率的な輸送に努めたりして

いる運輸業、魅力ある地域の観光資源について情報を発信して地域の活性化に努めている観光業、

様々な機関と連携したり離れた地域間で情報を共有したりすることによりサービスの向上に努めて

いる医療や福祉などの産業が考えられます。 

事例の選択に当たっては、情報を活用して産業におけるサービスを向上させたり、販売業と運輸

業などが結び付いて物流を構成するなど複数の産業が相互に結び付くことで新たなサービスを提供

したりして、国民生活の利便性を大きく向上させている例など、国民の身近な生活を支えている事

例を取り上げることが考えられます。その際、情報通信機器の操作方法や情報通信の仕組みに深入

りすることがないように、児童の発達の段階を考慮して指導することが大切です。 

 

（２）学習過程 

情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して、産業における情報活用の現状について、例え

ば、その産業ではどのような情報を集めているか、情報をどのように活用しているかなどの問いを

設けて調べたり、情報を活用した産業の変化や発展と国民生活を関連付けて考えたりして、調べた

ことや考えたことを表現するようにします。 

  また、学習したことを基に、大量の情報を活用して産業をより一層発展させることや、それによ

り国民生活の利便性が向上することなど情報活用の在り方を多角的に考えて、情報化社会のよさや

課題について自分の考えをまとめることができるよう指導することが大切です。 

 

（３）学習活動 

本単元では、情報を生かして発展している産業に従事している人への聞き取り調査をしたり、各

種の資料、コンピュータなどを使って調べたりして、図表などにまとめるようにします。ここで

は、聞き取り調査をしたりコンピュータなどを使ったりして適切に情報を集める技能、映像などの

資料から適切に情報を読み取る技能、情報活用の様子などを図表などにまとめる技能などを身に付

けるようにすること、またその際、情報の出典を確認したり、複数の情報を比較したりして、情報

の確かさや送り手の意図を確認できるようにすることが大切です。 

 

 

 



３．単元目標 

 我が国の産業と情報の関わりについて、情報の種類、情報の活用の仕方などに着目し、聞き取り調

査をしたり、映像や各種資料で調べたりしてまとめ、産業における情報活用の現状を捉え、情報を生

かして発展する産業が国民生活に果たす役割を考え、表現することを通して、大量の情報や情報通信

技術の活用は、様々な産業を発展させ、国民生活を向上させていることを理解できるようにするとと

もに、主体的に学習問題を追究解決しようとしたり、学習したことを基に情報活用の在り方を多角的

に考えようとする態度を養う。 

 

４．評価規準 

知識及び技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

① 情報の種類、情報の活用の

仕方などについて、聞き取

り調査や映像など各種資料

で調べて、必要な情報を集

め、読み取り、産業におけ

る情報活用の現状を理解し

ている。 

② 調べたことを図表や文など

にまとめ、大量の情報や情

報通信技術の活用は、様々

な産業を発展させ、国民生

活を向上させていることを

理解している。 

① 情報の種類、情報の活用の

仕方などに着目して、問い

を見出し、産業における情

報活用の現状について考え

表現している。 

② 情報を活用した産業の変化

や発展と人々の生活の利便

性の向上を関連付け、情報

を生かして発展する産業が

国民生活に果たす役割を考

えたり、学習したことを基

に、情報活用の在り方を多

角的に考えたりして表現し

ている。 

① 我が国の産業と情報との関

わりについて、予想や学習

計画を立てたり、見直した

りして、主体的に学習問題

を追究し、解決しようとし

ている。 

② 学習したことを基に、大量

の情報を活用して産業をよ

り一層発展させることや、

それにより国民生活の利便

性が向上することなど、情

報活用の在り方を考えよう

としている。 

 

 



５．単元の構想と評価（６時間扱い） 

単元の構想と予想される児童の反応 備考（〇）と具体の評価規準 

 

 

 

 

 

・コンビニではカードで支払ったことがあるよ。 

・電車でも、「交通系電子マネー」を使っているね。 

 

・昔より便利になっているね。 

・買い物以外でも、色々な場面で使われていそうだね。 

 

 

 

 

 

 

＜予想＞ 
・図書館の貸し出し機も、情報通信技術の一つだと思う 
・工場でもコンピュータで管理していたよ 
・お店でも何か情報通信技術を使っているよ 
＜調べること＞ 
・お店ではどのように情報通信技術を使っているのか調べよう 
・情報通信技術を使うことで何が便利になったのか調べよう 

情報通信技術が進展したことで、私たちの生活も変わってき

ているね。情報通信技術がどのようなところで、どのように使

われているのか調べていきたいな。 

 

 

 

 

 

 

 

・３人ともおすすめの商品が違う。 

 

 

 

 

〇ＩＣＴ（情報通信技術）の定義

については教科書を活用して

おさえるようにする。 

 

〇他の ICT 活用場面も想起しな

がら、予想をもとに学習計画

を立てるようにする。 

 

（思―①） 

情報の種類、情報の活用の仕

方などに着目して、問いを見

出している。 

 

 

 

 

 

 

 

（態－①） 

情報活用による生活や産業の

変化について学習問題の解決

に向けた予想や学習計画を立

て、解決の見通しをもってい

る。 
 

○例えば、学年の担任などＡ社

利用者３人分の事例を見るこ

とで違いが明確になるように

する。 

 

○HP を閲覧することでネット通

販を利用したことがない子も

利用のイメージをもてるよう

にする。 

○AIが「学習・推論・判断といっ

② ネット通販のホームページ（HP）では、大量の情報を瞬

時に処理して AI がおすすめ商品を出すようになってい

ることを分かるようにする。 

（単元を見通す学習問題） 

情報通信技術を利用することでくらしや産業はどのように

変わってきているのだろうか 

① 情報活用による生活や産業の変化に関心をもち、問いを

見出し、学習計画を立て、主体的に学習問題を追究し、

解決しようとするようにする。 

  

Ａ社 HP 個人ごとのおすすめ商品の違い ３つの事例 

なぜ、同じ HP なのに、それぞれ違ったおすすめが紹介さ 
れるのだろうか 

電子マネーでの支払い（教科書） 

現金・切符の頃の写真（教科書） 

予想をもとに、学習計画を立てよう 

評価規準の□は「記録に残す評価」

他は「指導に生かす評価」 



・ひとりひとりに合ったおすすめを決めているみたいだ。 

・過去に買ったもの表示するものを決めているのではないか。 

 

 

・ほしいものリストや見たページからお客さんの情報からその人

に合った商品を紹介している。 

 

 

AI が買ったものや見たページなど沢山の情報を瞬時に処理

してその人に合ったおすすめの商品を紹介してくれる。情報を

活用することで、私たちがよりくらしやすくなっているね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・決まった時間に届けてもらえたら確実に受け取れるね。 

・どうして決まった時間に届けることができるのかな。 

 

 

 

・AIが届けられるように計算しているのかもしれない。 

・様々なところに倉庫がたくさんあるのかな。 

 

・倉庫みたいな所でロボットが動いている。 

・上にのっているのはなんだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 倉庫でも情報を活用して素早く出荷できるようにしていた

ね。だから、私たちのところまで早く商品が届くんだね。さら

に、決まった時間に届けるには、運送業の人たちも関わってい

た人間の知能のもつ機能を備

えたコンピューターシステ

ム」であることについて簡単

に触れるようにする。 

 

（知－①） 
ネット通販のホームページで

は、AI が大量の情報を瞬時に

処理しておすすめの商品を選

んでいることを理解してい

る。 
 

 

 

 

 

 

 

○早さも大切ではあるが、同様

に決まった時間に届けること

ができることにも注目できる

ようにするとよい。 

 

 

 

 

 

○商品棚ロボットの写真から考

えられる予想を話し合うよう

にする。 

 
 
（知－①） 

ネット通販の情報の活用の仕

方などに着目して、商品を早

く届けられるようにしている

ことについて理解している。 
 
 

商品のたなを自動で運ぶロボット（教科書） 

購入履歴・閲覧履歴の画面 

③ ネット通販の情報の活用の仕方などに着目して、商品を

速く届けられるようにしていることについて分かるよう

にする。 

時間指定配達が選択できる画面 

なぜ、A 社はこんなに早く、約束の時間に商品を届けられ 
るのだろうか 

A 社ほしいものリスト画面 

「AI が支える未来？」の記述（教科書） 

A 社の川崎 FC の人の話 

例）注文が入ると商品の棚が自動でスタッフのところまでき

ます。たなに何が入っているかの情報は前もってコンピュー

タに登録されています。たなは、プログラムで動いていま

す。間違ったプログラムを入力すると、たなは動かなくなっ

てしまうので、人が正しく情報を使うことが大切です。 



ると思うな。 

 

 

 

 

・ネットで頼んだものは、宅配業者が運んでいるよね。 

・早く確実に届けるための仕組みを知りたいな。 

 

 

 

・コンピューターで情報を管理しているんだね。 

・だから、こんなに早く運ぶことができているんだ。 

 

 

 

・宅配データを分析して、むだのないルートを導き出せるシステ

ムを開発しているんだね。 

・客のニーズに合わせて新しいサービスも出来てきているんだね。 

 宅配する荷物に書かれている情報をコンピュータで管理する

ことで、大量の荷物を早く確実に届けることができているん

だ。再配達ロッカーやコンビニ受け取りなど、ニーズに応じた

情報を活用した新しいサービスも増えているんだね。他の産業

でも情報の活用がされているのか調べたいな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本に観光する外国人が増えているんだね。 

・観光にたずさわる人々は、観光客のために、情報を生かしたサー

ビスを行っているんだね。 

・他にも、取り組みがありそうだね。  

 

 

 

・ホームページなどで、宿泊先を予約したことがあるよ。 

 

 

 

〇インターネット販売業と運輸

業のつながりがわかるように

する。 

 

〇経路のみに注目がいってしま

っている場合は、単元を見通

す学習問題に立ち返り、情報

う新技術の活用や今までの学

習とのつながりを意識できる

ように声かけをする。 

 
（知－①） 

調べたことを文などにまと

め、情報通信技術の活用は、

様々な産業を発展させ、国民

生活を向上させていることを

理解している。 
 

 

 

 

 

〇外国人への情報を活用したサ

ービスの事例から、観光に携

わる人々に注目させ、学習問

題をつくるようにする。 

 

 

 

 

 

〇例えば、日光や浅草などホー

ムページなどで情報を発信す

ることで外国人観光客が増加

している事例などを取り上げ

てもよい。 

④ 早く確実に大量の宅配物を届けるために、運送業では情報

を活用し、客のニーズに合わせて荷物を運んでいることに

ついて必要な情報を読み取り、分かるようにする。 

わたしたちのもとへどのようにして、早く荷物を届けている

のだろうか 

⑤ 外国人観光客の増加と観光産業での情報活用を関連付け

て、情報の活用が国民生活に果たす役割を考えるようにす

る。 

観光に携わる人々は、情報をどのように生かしているの 
だろうか 

「日本をおとずれる外国人観光客の変化」（教科書） 

宅配会社の情報技術担当者の話（教科書） 

再配達ロッカー・コンビニ受け取りの画像 

「外国人観光客が日本での旅行中にこまったこと」（教科書） 



・Ａ社のときみたいに、ＡＩがわたしたちの情報を活用している

のかな。 

 

 

 

 

 

・けんさくの記録からも、ニーズを分析しているんだね。 

・全国的に行われているんだね。 

観光に携わる人々は、情報を活用することで様々なニーズに合

わせて情報を提供したり、サービスをしたりしているんだね。全

国的にこのような取り組みが広がっているんだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

情報を効果的に活用することで販売・運輸・観光など様々な

産業は発展している。そのおかげで、私たちのくらしは快適に

便利になっているんだね。 
 
 

 
 
情報通信技術はとても便利なものなので、今後も生かしていき

たいね。しかし扱い方によっては、被害につながってしまうこと

もある。個人情報の扱いに気をつけたり、適切な情報を見極めた

りすることが大切だね。 

 

 

 

（思－②） 

外国人観光客の増加と観光 
産業での情報活用の様子を関 
連付けて、情報の活用が国民 

生活に果たす役割を考えてい 

る。 
 

 

〇販売者や消費者など様々な立

場になって多角的に考えられ

るように、簡単な関係図を板

書するなどを通じて、学習し

たことを整理していく。 

 

（知－②） 
調べたことを図表や文などに

まとめ、大量の情報や情報通

信技術の活用は、様々な産業

を発展させ、国民生活を向上

させていることを理解してい

る。 

（思－②） 

 我が国の産業と情報とのかか

わりを基に、情報技術の発展

に伴う各種産業の発展につい

て多角的に考えている。 

（態－②） 

学習したことを基に、大量の

情報を活用して産業をより一

層発展させることや、それに

より国民生活の利便性が向上

することなど、情報活用の在

り方を考えようとしている。 

 

⑥⑦大量の情報や情報通信技術の活用は、様々な産業を発展

させ、国民生活を向上させていることが分かり、学習した

ことを基に社会生活に生かすようにする。 
 

データを生かして観光による地域づくりを進める団体の広がり 

情報の流出・有害な情報の広まり・責任ある行動（教科書） 

熊本県の観光の企画にたずさわる人の話（教科書） 

観光旅行と情報通信技術（教科書） 

（単元を振り返る学習問題） 

情報通信技術を利用することでくらしや産業はどのように

変わってきているのだろうか 

調べて分かったことを図表にまとめよう 

これまでのノート、資料、掲示物 

情報通信技術が進むこれからの未来のくらしについて考えよう 



１．単元名  「自然災害とともに生きる」 

 

２．単元づくりのポイント 

(1)教材化 

 本単元では、我が国では、国土の地形や気候などとの関連から地震災害、津波災害、風水害、火山

災害、雪害などの様々な自然災害が起こりやすいこと、自然災害はこれまで度々発生し、これからも

発生する可能性があることなどを基に、国土の自然災害の状況について理解するようにします。また、

国や県などは砂防ダムや堤防、防潮堤の建設、津波避難場所の整備、ハザードマップの作成など、自

然災害の種類や国土の地形や気候に応じた対策や事業を進めていることなどを基に、国土の自然災害

への対策や事業について理解するようにします。 

 本単元は、我が国で過去に発生した地震災害、津波災害、風水害、火山災害、雪害などの自然災害

を国土の自然条件と関連付けて取り上げることが考えられます。ここでは、第４学年の「自然災害か

ら人々を守る活動」とのねらいの違いに留意することが必要です。第 4学年では、県内などで発生し

た自然災害を取り上げ、地域の関係機関や人々による自然災害への対処や備えを通して地域社会を理

解することに、第５学年においては、国土において発生する様々な自然災害を取り上げて、自然災害

と国土の自然条件との関連を通して国土の地理的環境を理解することに、それぞれねらいがあること

に留意することが大切です。また、気象条件など、理科における学習内容との関連を図った指導を工

夫することも大切です。 

 

(2)学習過程 

 災害の種類や発生の位置や時期、防災対策などに着目して、国土の自然災害の状況について、例え

ば、これまでに日本においてどのような自然災害が、いつどこで発生したか、自然災害による被害を

どのように減らす対策をとっているのかなどの問いを設けて調べたり、自然災害と国土の自然条件を

関連付けて考えたりして、調べたことや考えたことを表現するようにします。 

また、自然災害が発生しやすい日本においては、日頃から防災に関する情報に関心をもつなど、国

民一人一人の防災意識を高めることが大切であることに気付くように配慮することが大切です。 

 

(3)学習活動 

 本単元では、日本の国土の自然環境と国民生活との関連について、地図帳や衛星写真などの資料で

自然災害について調べたり、統計、写真や映像、年表などの資料で自然災害への対策や事業について

調べたりして白地図や図表にまとめるようにします。ここでは、地図帳、統計や年表などの資料から

適切に情報を読み取る技能、調べたことを白地図などにまとめる技能などを身に付けるようにするこ

とが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 



３．単元目標 

我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について、災害の種類や発生の位置や時期、防災対

策などに着目して、地図帳や各種の資料などで調べたりまとめたりして、国土の自然災害の状況を

捉え、自然条件との関連を考え、表現することを通して、自然災害は国土の自然条件などと関連し

て発生していることや自然災害から国土を保全し国民生活を守るために国や県などが様々な対策

や事業を進めていることを理解できるようにするとともに、国土の自然災害の状況や国や県の防災

対策について主体的に学習問題を追究解決しようとする態度を養う。 

 

４．評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
① 災害の種類や発生の位置や

時期、防災対策などについ

て、地図帳や各種の資料など

で調べて、必要な情報を読み

取り、自然条件との関連を理

解している。 
② 調べたことを図表や文でま

とめ、自然災害は国土の自然

条件などと関連して発生し

ていることや自然災害から

国土を保全し国民生活を守

るために国や県などが様々

な対策や事業を進めている

ことを理解している。 

① 災害の種類や発生の位置や

時期、防災対策などに着目し

て、問いを見出し、国土の自

然災害の状況について考え、

表現している。 
② 我が国で発生する様々な自

然災害と国土の自然条件を

関連付け自然災害が発生す

る理由や国や県などの防

災・減災に向けた対策や事業

について考え表現している。 

① 我が国の国土の自然環境と

国民生活との関連について、

予想や学習計画を立て、主体

的に学習問題を追究し、解決

しようとしている。 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．単元の構想と評価（６時間扱い） 
単元の構想と予想される児童の反応 備考（○）と具体の評価規準 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
・日本では地震や津波、水害など大きな自然災害が何度も起きて、

大きな被害を受けてきているんだね。 
・何度も自然災害が起きているということは、これからも発生す

る可能性があるから、その被害を防ぐ取り組みをしているはず

だよ。どんな取り組みをしているのか調べてみたいな。 
 
 
 
 
 
 
＜予想＞ 
・日本は地震が多い国だから、国が建物の耐震化の取り組みをし

ていると思うな。 
・海沿いの都道府県は津波対策に堤防をつくっていると思うよ。 
・４年生の時に県の防災に対する取り組みを学んだけど、国全体

でも同じように取り組んでいると思うな。 
＜調べること＞ 
・国や県が自然災害から守るための取組を調べよう 
・自然災害の被害を防ぐための施設や対策を調べよう 

日本では地震や台風などの大きな自然災害が発生してい

て、自然災害は日本の地形や気候とも関係しているんだね。 
日本は様々な自然災害が繰り返し発生していて、これからも

発生する可能性があるから、何か被害を防ぐための取り組み

をしているはずだよ。どんな取り組みをしているのか調べて

いきたいな。 
 

 
 
 
 
 
 
〇日本で起きた自然災害に関心が

もてるように、写真や映像を提示

する事も考えられる 
 
〇自然災害の種類や発生の位置や

時期が分かるような地図を用意

する。 
 
○日本で自然災害が多く発生する

理由について、国土の気候や地形

の特色と関連付けられるように

発問をしたり、地図帳を活用した

りするのもよい 
 
（思―①） 

日本で発生した自然災害の発生

回数や時期に着目して、日本の国

土では大規模な自然災害が繰り

返し発生していることから、学習

問題を見出している。 
 

（態―①） 
日本の自然環境や自然災害、防 
災対策の取り組みについて、学習

問題の解決に向けた予想や学習

計画を立て、解決の見通しをもっ

ている。 

 

 
 
 
 

① ②日本で発生した自然災害の発生回数や時期に着目し   
て、その被害を防ぐための取り組みについて問いを見

出し、予想や学習計画を立て、主体的に学習問題を追

究し、解決しようとするようにする。 

日本で起きた自然災害の時期・種類・発生地域が分かる

地図(教科書) 

過去に日本で発生した大津波の被害(教科書) 
日本で発生した大きな自然災害(教科書) 

(単元を見通す学習問題) 
自然災害が多い日本では、大きな自然災害から暮らしを守る

ために、どのような取り組みをしているのだろうか 

予想をもとに、学習計画を立てよう 

評価規準の□は「記録に残す評価」

他は「指導に生かす評価」 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・学校は避難所として利用される大切な施設だから地震のゆれに

強くする工事を行っているんだね。 
・緊急地震速報の仕組みを整え、素早い避難につなげようとして

いるんだね。 
・国や県の補助を受けながら地震のゆれに強い整備を行ってい

た。他の自然災害への対策も国や県が進めていそうだね。 
国や都道府県などは、大きな地震から暮らしを守るために、

地震のゆれに強くする工事を進めたり、緊急地震速報の仕組

みを整えたりしているんだね。大きな地震が起きると津波も

発生するから、津波への対策についても調べてみたいな。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・避難タワーや避難ビルというものがあるんだね。 
・市町村ごとに被害の想定をして避難場所などを知らせる標識や

ハザードマップをつくっているんだね。 
 
 
・国や都道府県が中心となって大きな堤防を建設しているね。 
・堤防だけでは防ぎきれない場合も想定して、国では全国各地の

ハザードマップを確認できるウェブサイトを設けているよ。 
・大きな津波だけでなく、大きな地震への対策を国や県が行って

いそうだね。 

〇国や都道府県が大きな地震から

暮らしを守るためにどのような

取り組みを行っていると思うか

を 2 時間目に立てた予想や学習計

画から振り返る。 
 
〇「公助」の視点で自然災害に備え

た取り組みを調べられるように

する。 
 
 
 
 
 
（知―①） 

大きな地震への対策について調

べ、国や都道府県が中心となって

進める事業の役割を理解してい

る。 
 
 
 
 
 
 
〇国や都道府県が大きな津波から

暮らしを守るためにどのような

取り組みを行っていると思うか

を 2 時間目に立てた予想や学習計

画から振り返る。 
 
 
〇「公助」の視点で自然災害に備え

た取り組みを調べられるように

する。 
 
 
 
 
 

津波避難タワー・ハザードマップ(教科書) 

国や都道府県は、大きな津波から暮らしを守るために、どの

ような対策をしているのだろうか 

④大きな津波への対策について調べ、国や都道府県が中心と

なってすすめる対策や事業の役割を分かるようにする。 

国土交通省の防災担当の人の話(教科書) 

国や都道府県は、大きな地震から暮らしを守るために、

どのような取り組みをしているのだろうか 

③大きな地震への対策について調べ、国や都道府県が中心と

なってすすめる対策や事業の役割を分かるようにする。 
 

地震のゆれに強いつくりにした学校の数の変化(教科書) 

緊急地震速報の仕組み(教科書) 



国や都道府県等は、大きな津波から暮らしを守るために、

避難タワーの設置や堤防の建設などの対策を進めているんだ

ね。 
その他の自然災害についても国や都道府県は対策をしてい

るはずだから、その対策についても調べてみたいな。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・大雨の時に川の水を地下に取り込んで水量を調節して、川の

氾濫を防ぐ放水路というものがあるんだね。 
・気象庁では、全国の火山を監視しているんだね。 
 
 
・国や都道府県が協力して防災対策を進めているんだね。 
・自然災害を完全に防ぐことはできないから、減災という考え

方が大切なんだね。 
国や県、市が協力して大きな風水害や雪害、火山災害の対

策をしているんだね。私たちも災害やその対策について知り、

備えに生かす減災への取り組みが大切なんだね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（知―①） 
大きな津波への対策を調べて、国

や都道府県が中心となってすす

める対策や事業の役割を理解し

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
〇自然災害が発生しやすい我が国

においては、日頃から防災に関す

る情報に関心をもつなど、国民一

人一人の防災意識を高めること

が大切であることに気付くよう

に配慮する。 
 
（知―①） 

大きな風水害や土砂災害、雪害、

火山災害の対策について調べ、国

や都道府県が中心となって進め

る対策や事業の役割を理解して

いる。 
 
 
〇日本の自然環境の特徴を踏まえ

たうえで、国や都道府県は対策や

事業を進めていることを理解で

きるようにするために、自然災害

と自然環境を結びつけながら表

にまとめられるようにする。 
(項目の例：「自然災害の種類」・「発

生場所」・「発生と関係がある国土

の自然条件」・「国や都道府県の対

策や事業」など) 
 

 
 

⑥国や都道府県が自然災害から国土を保全し、国民生活を守

るための対策や事業を進めていることについて、自然災害

と国土の自然条件を関連付けて考え、調べたことを図表に

まとめることを通して理解し、自然災害が発生しやすい国

土に暮らす一人としての考えをもてるようにする。 

⑤大きな水害の対策に着目して、国や都道府県が中心となっ

てすすめる対策や事業の役割を分かるようにする。 

国や都道府県は、大きな水害から暮らしを守るために、どのよ

うな取り組みをしているのだろうか 

大きな風水害や土砂災害、雪害、火山災害への対策(教科書) 

「防災」「減災」(教科書) 

(単元を振り返る学習問題) 
自然災害が多い日本では、大きな自然災害から暮らしを守る

ために、どのような取り組みをしているのだろうか 

調べて分かったことを表にまとめよう 



 
 
日本は豊かな自然に恵まれている一方で、地震や津波などの 

自然災害が発生しやすく、各地で大きな被害が出ている。そ

のため、海に面している都道府県では、国が堤防を建設した

り、県が避難タワーを設置したりして津波から人々を守ろう

としているね。自然災害は自然環境と関係していているから、

それぞれの地域の自然環境に合わせた対策をしているんだ

ね。 
 
 
 
 
 

国や都道府県がこれだけ対策をしても、日本では繰り返し

自然災害が起きて、大きな被害が出ているから、私たちは日

頃から防災・減災の意識が必要だね。 

（知―②） 
調べたことを図表や文でまとめ、

自然災害は国土の自然条件など

と関連して発生していることや

自然災害から国土を保全し国民

生活を守るために国や県などが

様々な対策や事業を進めている

ことを理解している 
 
 
 
（思―②） 
我が国で発生する様々な自然災

害と国土の自然条件を関連付け、

自然災害が発生する理由や国や

県などの防災・減災に向けた対策

や事業について考え表現してい

る 
 

これまでのノート、資料、掲示物 

自然災害とどのように向き合うか考えよう 

宮古市田老地区の住民の話（教科書） 



１.単元名   「森林とともに生きる」 

 

２.単元づくりのポイント 

（１）教材化について 

本単元は、我が国は国土に占める森林面積の割合が高いこと、森林は国民生活の舞台である国土の

保全や水源の涵養などに大切な働きをしていること、森林はその育成や保護に従事している人々の取

り組みにより、維持・管理させていることなどを基に、森林資源の役割について理解するようにしま

す。 

 

（２）学習過程について 

 本単元では、森林の分布や働きなどに着目して、国土の環境について、例えば国土における森林の

面積の割合はどれくらいか、森林にはどのような働きがあるかなどの問いを設けて調べたり、森林と

国土保全や国民生活を関連付けて考えたりして、調べたことや考えたことを表現するようにします。 

 また、本単元では、国民の一人として、国土の自然環境の維持・改善に配慮した行動が求められる

など国民一人一人の協力の必要性に気付くようにすることが大切です。その際、一度破壊された環境

を取り戻すためには、例えば、自分たちに何ができるかなどと、自分たちに協力できることを考えた

り選択・判断したりして、国土の環境保全への関心を高めるように配慮することが大切です。 

 

（３）学習活動について 

 本単元では、我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について、地図帳や衛星写真などの資料

で森林の広がりなどを調べたり、統計、写真や映像、年表などの資料で森林資源の働きを調べたりし

て、白地図や図表にまとめるようにします。ここでは、地図帳、統計や年表などの資料から適切に情

報を読み取る技能、調べたことを白地図などにまとめる技能などを身に付けるようにすることが大切

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．単元目標 

我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について、森林資源の分布や働きなどに着目して、

地図帳や各種の資料などで調べまとめ、国土の環境を捉え、森林資源が果たす役割を考え、表現す

ることを通して、森林の育成や保護に従事している人々の様々な工夫と努力により国土の保全など

重要な役割を果たしていることを理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究解決し

ようとしたり学習したことを基に国民の一人として国土の環境保全について、自分たちにできるこ

とを考えようとしたりする態度を養う。 

 

３．評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 
① 森林資源の分布や働きなど

について、地図帳や各種の資

料などで調べて、必要な情報

を読み取り、国土の環境を理

解している。 
② 調べたことを文章で記述し

たり、白地図や図表などにま

とめたりして、森林の育成や

保護に従事している人々の

様々な工夫と努力により国

土の保全など重要な役割を

果たしていることを理解し

ている。 

① 森林資源の分布や働きなど

に着目して、問いを見出し、

国土の環境について考え、表

現している。 
② 我が国の国土における森林

の分布と国土の保全を関連

付けて、森林資源が果たす役

割や森林資源を保護してい

くことの大切さを考えたり、

学習したことを基に、国土の

環境保全について自分たち

に協力できることを考えた

り選択・判断したりして表現

している。 

① 我が国の国土の自然環境と

国民生活との関連について、

予想や学習計画を立て、主体

的に学習問題を追究し、解決

しようとしている。 
② 国土の環境保全について、自

分たちに協力できることな

どを考えようとしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



単元の構想と評価（８時間扱い） 
単元の構想と予想される児童の反応 備考（○）と具体の評価規準 

 
 
 
 
 
 
 
・日本の国土の約３分の２が森林なんだね。 
・世界と比べて森林が多いのが日本の特徴なんだね。 
 
 
 
 
・森林がないと土砂崩れが起きている。 

・木材を生産することができる。 

・総合的な学習の時間で、二酸化炭素を吸収するはたらきもあった

と学習をしたよ。 

日本は多くの森林がある。森林には災害などから人々のくら

しを守ったり、水を蓄えたり、地球温暖化を防いだりするはた

らきがある。森林は人々のくらしにとってなくてはならないも

のなんだね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・荒れた森林は、土砂崩れが起きたら防げないね。 
・手入れがされている森林は、一本一本の木が丈夫そうだよ。 
・日本は人工林の割合が多いね。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○森林のよさについて目を向け

させるために、自然教室の写真

を用意し、想起できるようにす

るのもよい。 

 
 
（知－①） 
複数の資料から必要な情報を読

み取り、森林には様々なはたら

きがあることを理解している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（思－①） 
森林資源の分布や働きに着目し

て、それをもとに森林と自分た

ちの生活との関わりについて問

いを見出している。 

 

 

 

① ②日本の国土の森林資源の分布や働きに着目して、森林と  
人々の生活との関わりについて問いを見出し、予想や学

習計画を立て主体的に学習問題を追究し、解決しようと

するようにする。 
 

①森林には環境保全や自然災害の防止などの自分たちの暮

らしと関わりが深い働きがあることを分かるようにする。 

日本の衛星写真 日本の国土利用の割合 

世界各国の国土にしめる森林の割合（教科書） 

森林がある場合と森林がない場合のイラスト 

森林にはどのようなはたらきがあるのだろうか 

荒れた森林の写真 手入れがされている森林の写真 

天然林と人工林の割合 

（単元を見通す学習問題） 
日本の森林は誰がどのように守っているのだろうか 

予想をもとに、学習計画を立てよう 

 

評価規準の□は「記録に残す評価」

他は「指導に生かす評価」 



＜調べる視点＞ 
・昔から木を植えてきたからではないかな 
・誰かが森を守るために何か取り組んできたんだと思うよ 
＜調べる方法＞ 
・森林を育てている人の工夫や努力を調べよう 
日本の森林を誰がどのように守っているのか調べたいな。 
 
 
 
 
 
 
・これから育つような小さい木も切ってしまっている。 

・立派に育っている大きい木も切っているね。 

・林業は木を植えて増やす仕事じゃないのかな。 

 
 
 
 
・全体的に森林が明るくなっているように感じる。 

・日光が当たるようにするために、木を切ったり枝を切ったりして 

いるのかもしれないね。 

 

 

・林業に携わる人たちの工夫や努力のおかげで、森林が守られたり、

木材が確保できたりしているんだね。 
森林を守るために、林業を仕事にする人々は、間伐や枝打ち

などを何十年もかけて森林を育てていた。手入れがされないと

森林の機能も失われてしまう。 
 
 
 
 

・林業の人たちは間伐の他にどんな仕事をしているんだろう。 
 
 
 
 

・50～80年もかけて手入れをずっと続けているんだね。 

・切られた木は国産材として使われているんだ。 

（態－①） 
森林と自分たちの生活との関わ

りについて、学習問題の解決に

向けた予想や学習計画を立て、

解決の見通しをもっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（知－①） 
各種資料や働く人の様子等を調

べ、森林を守り育てる人々の工

夫や努力について理解してい

る。 
 
 
 
 
 
○林業を営む人の話や、森林の育

成の流れを示す資料を読み取

り、わかったことをノートなど

に整理するようにする。 
 
 

森を守る人たちがなぜ木を切っているのだろうか 

③森林の育成や保護に従事している人々の働きについて分か

るようにする。 

林業にたずさわる人たちは、どんな仕事をしているのだろうか 

間伐の様子 

荒れた森林の写真 手入れがされている森林の写真 

土佐町森林組合の人の話 

④人工林の育成の流れに着目して、森林を守り育てる人々の

工夫や努力を分かるようにする。 

林業の仕事の様子 



林業に携わる人たちは、手作業で苗木を植えたり、手入れをした

りしながら森林を育て、守っていこうとしているんだね。その工夫

や努力のおかげで森林が守られたり、木材を確保できたりしている

んだね。 
 
 
 
 
 
 
 
・農業や水産業のように、働く人の数が減っているのかな。 

・後を継ぐ人がいなくなってしまったからかもしれない。 

 

 

 
 
・農業や水産業と同じで、やはり減ってきてしまっている。 

・高齢化も進んでいる。 

・儲けることができなくなっているのも原因なのかもしれない。 

 
 
・木材は国産材が減って、輸入材が増えているんだね。 

・国産の木材が売れなくなってしまっているのも働く人が減ってい

ることと関係しているのかもしれない。 

 
 
・輸入木材が増えて国産の木材の値段が下がったんだね。そのせい

で収入が減り、林業を続けられなくなってしまったんだね。 
高齢化が進んでいるだけではなく、安い輸入木材を多く使い、

国産材が使われないために、林業で働く人の数も減ってきてし

まっている。そのため、手入れされない森林が多いという問題

を抱えている。 

 
 
 
 
 
 
 

 
（知－①） 
森林を育てるために、林業に携

わる人々が行っている作業につ

いて理解している。 
 
 
 
○人の手で植えられた人工林は、

長い年月をかけて管理する必要

があることや林業を営む人々の

工夫や努力によって森林が管理

されている一方、林業で働く人

が減ってきていることに気づけ

るようにする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（知－①） 
日本の林業で働く人の数と、木

材消費量のグラフを関連付け

て、日本の林業に今どのような

問題があるか理解している。 
 
 
 
 
 
 

⑥森林を保全するために、林業従事者以外の人たちも様々な

取り組みを行っていることを分かるようにする。 

木づかい運動 

ウッドデザイン賞 

⑤間伐されない森林が多くあることを知り、林業が抱える課

題を理解するようにする。 
 

林業で働く人の数の変化 

手入れされている森林とされていない森林の割合 

国内の木材使用量の変化 

土佐町で林業を営む人の話 

林業にたずさわる仕事には、どんな課題があるのだろうか 



・木材を使ってもらうために木の良さをアピールしているんだね。 
・これを買うことで森林保全を応援することができるんだね。 
・国や県は他にも林業を守るために何かしているのかな。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国や県などは国土の森林を守り続けていくために、森林の手

入れを行う人を増やしたり、国産木材の新たな活用法を考えた

りする取り組みを進めているんだ。企業でも国産木材の活用を

広げる製品の開発など，森林の育成・活用につながる活動が、

日本各地に広がっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本の森林を守るために、林業に携わる人々や植林活動をする

ボランティア、森林を守ろうとする運動などの取り組みにより

守られてきているんだね。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
○国や県、企業など様々な立場の

人々による、森林を守るための

取り組みをしていることに気づ

けるようにする。 
 
（知－①） 
林業を始める人を増やす取り組

みや、国産木材を活用する取り

組みが進められていることを理

解している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（知－②） 
調べたことを図表などにまとめ

て、森林の育成や保護に従事し

ている人々の様々な工夫と努力

により国土の保全など重要な役

割を果たしていることを理解し

ている。 

 
○森林が人々の生活にもたらす事

柄と、人々が森林を守るために取

り組んでいることを振り返り、関

係図に整理して、森林と自分たち

の生活にはどのような関わりがあ

日本の森林を守り、わたしたちはどのようなことをしていけ

ばよいのだろうか 

森林資源量の変化のグラフ（林野庁ホームページ） 

⑧学習したことを基に、国土の環境保全について自分たちに

協力できることを考えたり選択・判断したりして表現して

いる。 

⑦調べたことを図表などにまとめたりして、森林の育成や保

護に従事している人々の様々な工夫と努力により国土の

保全など重要な役割を果たしていることを分かるように

する。 

国や県では森林を守るためにどのような取り組みをしているの

だろうか 

紙の製品をつくる会社が植林活動を進める森林の様子 

林業を始める人を増やすための国や県の取り組み 

これまでのノート、資料、掲示物 

調べて分かったことを関係図にまとめよう 

（単元を振り返る学習問題） 
日本の森林は誰がどのように守っているのだろうか 



 
 
 
 
・木づかい運動であったように、なるべく国産の木材を使ったもの

を使っていきたいな。 
・緑の羽根募金なら、自分も参加できそうだよ。 
・森林ボランティアに参加して植林の手伝いをしたいな。 
・森林を守ることは、みんなで協力して取り組むことが大切だよ 
・森林が多いたちの国土を守るために、これから考え続けることる

ことが大切だね。 
森林には、人々の生活に大きな恩恵をもたらす様々なはたら

きがある。森林資源を未来に残していけるように、わたしたち

一人ひとりができることに協力して取り組むことが大切なんだ

ね。日本の森林を守るために自分たちも国産の木材を使ったも

のを意識して使ったり、森林ボランティアに参加したりしてい

きたいな。 

るか考え話し合う活動も考えられ

る。 
 
 
 
（思－②） 
調べたことを整理して森林と

人々の生活とを関連付け、森林

保全につながる取り組みの中で

自分にも協力できそうなことを

考えたり選択・判断したりして、

表現している。 
（態－②） 
これまでの学習を基に、森林保

全につながる取り組みの中で、

自分にも協力できることなどを

考えようとしている。 
 

森林保全に関わるボランティア団体数の変化 

ボランティアの植林活動の様子 



１．単元名 「環境をともに守る」 

 
２．単元づくりのポイント 
（１）教材化 

本単元は、我が国では産業の発展、生活用紙の期変化や都市化の進展により公害が発生して国民の

健康や生活環境が脅かされてきたこと、関係機関をはじめ多くの人々の努力や協力により公害の防止

や生活環境の改善が図られてきたことなどを基に、公害防止の取組と国民生活の関連について理解す

るようにします。 

本単元では、「大気の汚染、水質の汚濁など」の中から具体的事例を一つ選択して取り上げる  こ

とが考えられます。事例の選択に当たっては、例えば、生活様式の変化や都市化の進展などがもたら

した都市・生活型の公害、産業がもたらした公害などが考えられます。 

  

(２)学習過程について 

本単元では、公害の発生時期や経過、人々の協力や努力などに着目して、公害防止の取組について、

例えば、どのような公害がいつごろ発生したのか、それはどのように広がり、その後どのように改善

したか、人々はどのように協力してきたかなどの問いを設けて調べたり、公害防止の取組と国土の環

境や国民の健康な生活を関連付けて考えたりして、調べたことや考えたことを表現するようにします。 

 また、本単元では、国民の一人として、国民の健康や生活環境の維持・改善に配慮した行動が求め

られるなど国民一人一人の協力の必要性に気付くようにすることが大切です。その際、一度破壊され

た環境を取り戻すためには、例えば、自分たちに何ができるかなどと、自分たちに協力できることを

考えたり選択・判断したりして、国土の環境保全への関心を高めるように配慮することが大切です。 

 

(３)学習活動について 

 本単元では、我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について、地図帳や衛星写真などの資料

で公害の発生位置などを調べたり、統計、写真や映像、年表などの資料で公害の防止や生活環境の改

善に向けた関係機関や地域の協力の取組などを調べたりして、白地図や図表にまとめるようにします。

ここでは、地図帳、統計や年表などの資料から適切に情報を読み取る技能、調べたことを白地図など

にまとめる技能などを身に付けるようにすることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．単元目標 

我が国の国土の自然環境と国民生活との関連について、公害の発生時期や経過、人々の協力関係

などに着目し、地図帳や各種の資料で調べてまとめ、公害防止の取組を捉え、その働きを考え、表

現することを通して、関係機関や地域の人々の様々な努力により公害の防止や生活環境の改善が図

られてきたことを理解できるようにするとともに、公害から国土の環境や国民の健康な生活を守る

ことの大切さを理解できるようにする。そして、主体的に学習問題を追究解決しようとしたり、学

習したことを基に国民の一人として国土の環境保全について、自分たちにできることを考えようと

したりする態度を養う。 

 

４．評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①公害の発生時期や経過、人々

の協力や努力などについて、

地図帳や各種資料などで調べ

て、必要な情報を集め、読み

取り、公害防止の取組を理解

している。 

②調べたことを関係図などにま

とめ、関係機関や地域の人々

の様々な努力により公害の防

止や生活環境の改善が図られ

てきたことを理解している。 

①公害の発生や経過、人々の協

力や努力などに着目して問い

を見出し、公害防止の取組に

ついて考え表現している。 

②公害防止の取組と環境改善や

人々の健康な生活を関連付

け、公害防止の継続性、協力

的な取組の大切さを考えた

り、国土の環境保全について

自分たちに協力できることを

考えたり選択・判断したりし

て表現している。 

①我が国の国土の自然環境と国

民生活との関連について、予

想や学習計画を立て、主体的

に学習問題を追究し、解決し

ようとしている。 

②学習したことを基に、環境を

守るために自分たちに協力で

きることを考えようとしてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．単元の構想と評価（８時間） 

単元の構想と予想される児童の反応 備考(○)と具体の評価規準 

 

 

 

 

 

 

 

・ずいぶんと空がきれいになっているよ。 

・だれがどのようなことをして改善されたのかな。 

 

 

 

 

 

 

＜予想＞ 
・川崎市が何か法律を決めたのかな。 
・新しい技術が生まれて、空気がきれいになったんじゃな 

いかな。 

＜調べること＞ 
・川崎市の公害はどのようなものだったのか調べよう 

・公害が発生していた頃のくらしについて調べよう 

・川崎市の公害は、だれがどのようにして克服していった 

のか調べよう。 

４０年前に川崎市臨海部で起きた大気汚染がどのよう

い改善されたのか調べていこう。まずは、川崎市で起き

た公害がどのようなものだったのかについて調べよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

・空気が汚れているから、苦しかったんじゃないかな。 

・どのような暮らしをしていたんだろう。 

 

 

 

 

 

○関心をもつことができるように、ど

この写真なのか伝えずに提示して

もよい。 

○身近な地域で起きた問題であるこ

とを捉えることができるように川

崎市の地図を掲示する。 

 

 

（思―①） 

公害が改善していったという事実

に着目して、問いを見出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（態―①） 

川崎市の公害改善の取組について、

学習問題の解決に向けた予想や学

習計画を立て、解決の見通しをもっ

ている。 
 

 

 

 

 

 

○公害が産業の発展の中で起きた問

題であることを捉えることができ

るように、「白い雲をかえせ」など

の資料を使って調べる。 

②③公害の経過などについて、各種資料で調べて、必要

な情報を集め、読み取り、公害の概要について分か

るようにする。 

川崎市の公害は、どのようなものだったのだろうか 

公害が起きた時の川崎市の空の様子(副読本かわさき)  

①②公害の発生や経過、人々の協力や努力などに着目し 

て問いを見出し、我が国の国土の自然環境と国民生 

活との関連について、予想や学習計画を立て主体的

に学習問題を追究し、解決しようとするようにする 

 

 

（単元を見通す学習問題） 
川崎市の公害はどのようにして改善されていった

のだろうか 

公害が起きた時の川崎市の空の様子(副読本かわさき)  

現在の川崎市の空の様子(副読本かわさき)  

予想をもとに学習計画を立てよう 

評価規準の□は「記録に残す評価」

他は「指導に生かす評価」 



 

 

 

 

 

・ぜんそくで辛い思いをしたんだね。 

・大人だけではなく、子どもも大変だったんだ。 

・工場が増えていく中で公害が起きたんだね。 

川崎市の公害は、工業が発展していく中で起きた。喘

息などの影響があり、人々は苦しい思いをしていた。き

れいな空気にしていかなければならないと思っていた

んだね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市民の取り組み 

・川崎市や工場に対して抗議したんだ。 

・みんなで団結して空を取り戻す運動をしたよ。 

川崎市（行政）の取り組み 

・全国で一番厳しい条例を作ったんだね。 

・公害で病気になった人の生活を守った。 

・大気の汚れが分かる表示板を作っているよ。 

工場の取り組み 

・工場の機械を改善し、害のないものを排出するようにす

るだけでなく、公害を出さない研究をしたんだ。 

川崎市の公害は多くの人々が協力して改善されてい

った。地域の人々だけではなく、企業も協力することで

今のような川崎市になっていったんだね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（知―①） 

公害の経過などについて、各種資料

などで調べて、必要な情報を集め、

読み取り、公害の概要を理解してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○市民と市、企業の３つの立場がそれ

ぞれ努力して公害を改善していっ

たことを捉えることができるよう

に、年表を３つの立場に分類しなが

ら調べる時間を十分に確保するよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（知―①） 

人々の協力や努力などについて、地

図帳や各種資料などで調べて、必要

な情報を集め、読み取り、公害防止

の取組を理解している。 

 

④⑤ 公害に対する人々の協力や努力などについて、各

種資料などで調べて、必要な情報を集め、読み取

り、公害防止の取組を分かるようにする。 

川崎市のきれいな空気を取り戻すために、誰がどん

な取り組みをしてきたのだろうか 

公害についての年表(副読本かわさき) 

当時の小学生の作文 (副読本かわさき) 

白い雲をかえせ  

市民・企業・市の取り組み 
(副読本わたしたちのくらしと環境) 

公害が起きた時の川崎市の空の様子(副読本かわさき)  

現在の川崎市の空の様子(副読本かわさき)  

工業の発展     （わたしたちのくらしと環境） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民・市、企業の三者が協力して、公害を改善してい

ったよ。そのときの人々が改善に向けて努力してくれた

から、わたしたちは安心して過ごすことができているん

だね。 

 

 

 

 

 

 

・工場の煙が原因で起きた公害ではなく、現在は、車の排

気ガスが原因になっているんだね。 

・何か減らすための取組はあるかな 

 

 

 

 

 

 

・川崎市は市低公害の車を使う企業に補助をしているよ 

・その他にも、アイドリングストップの条例をつくり呼び

かけているよ 

・企業は窒素酸化物の排出を防ぐ設備をつけているよ。 

・川崎エコタウン事業では、企業がごみを減らし、ものを

燃やさない努力をしているよ。 

川崎市では大気汚染などの公害の被害を繰り返さな

いよう、いまでも多くの取り組みを続けている。自分た

ちも何か協力できることを考えていきたいな。 

 

 

 

 

 

〇教科書のまとめにある〈３つの立場

の関係図〉を参考にして、学習をま

とめるとよい。 

 

（知―②） 

調べたことを関係図などにまとめ

関係機関や地域の人々の様々な努

力により公害の防止や生活環境の

改善が図られてきたことを理解し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在でも公害に対する意識が続い

ていることを捉えることができる

ように、川崎市エコタウンには様々

な企業が参加していること、現在で

も大気汚染に対する取り組みを続

けていることを伝える。 

 

 

（思―②） 

公害防止の取組と環境改善や人々

の健康な生活を関連付け、公害防止

の継続性、協力的な取組の大切さを

考え表現している。 
 

⑦公害防止の取組と環境改善や人々の健康な生活を

関連付け、公害防止の継続性、協力的な取組の大切

さを考えるようにする。 

窒素酸化物の変化のグラフ(副読本かわさき) 

窒素酸化物を減らすために、どんな取組をしている

のだろうか。 

大気汚染に対する取り組み(副読本かわさき) 

⑥調べたことを関係図にまとめる活動を通して、関係

機関や地域の人々の様々な努力により公害の防止

や生活環境の改善が図られてきたことを理解する

ようにする。 

これまでのノート、資料、掲示物 

調べて分かったことを関係図にまとめよう 

（単元を振り返る学習問題） 
川崎市の公害はどのようにして改善されていった

のだろうか 

川崎エコタウン事業(川崎市 HP) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

・私たちも近くに出かけるときには車ではなく、電車など

の環境に良い乗り物を使っていきたいな。 

・エコバックを持って買い物に行くよ。 

・川崎市の昔の公害の歴史を知っておくことも大切だよね 

・川崎市の取り組みをもっと多くの人に知ってもらって日

本の環境を良くしていくことができるといいなぁ。 

これからの環境を守るためには、私たちだけではな

く、様々な人の協力が必要だ。一人ひとりが環境を守る

ためには何ができるのか考えていかなければならない

んだ。 

 

 

 

 

 

○現在の大気についての関心がもて

るように、グラフで大気に関するデ

ータを提示するのも良い。 

 

（思―②） 

学習したことを基に、国土の環境を

守るために自分たちに協力できる

こと選択・判断している。 

 

（態―②） 

学習したことを基に、国土の環境を

守るために自分たちが協力できる

ことを考えようとしている。 

 

環境を守るためにわたしたちが協力できることは何な

のだろうか 

⑧学習したことを基に、国土の環境をさらに向上させて

いくためにはどうしていったらよいかを考えるよう

にする。 

環境イベントの参加者の話(教科書) 

環境を守るための市民の取り組み(教科書) 
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