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習得・活用を大切にした「わかる」社会科学習の在り方 

何を教えるか どのように学ばせるか 
社会科研究会議 

國廣 隆之1    鈴木 正博2    和田 俊雄3     鵜木 朋和4 
 

 

 

現代社会の背景から、知識の価値の変化に対応し続ける力が必要とされている。また、川崎市

内の小学校・中学校の社会科の実践などから、実感を伴う理解や実社会と関係付けた理解が求め

られている。これらのことから、「わかる」社会科学習を展開することが必要であると考えた。 

本研究において、「わかる」とは、社会的事象を関係付け自らの言葉で説明できることである

こととらえた。「何を」習得・活用させるのか、「どのように」習得・活用させるのか、を明確に

して指導をしていくことで、社会的事象の意味や意義、特色や相互の関連を児童生徒がとらえる

ことができ、「わかる」社会科学習につながると考えた。 

本研究会議では、基礎的・基本的な知識の明確化、活用を意識した単元構成の工夫、協働的に

学ぶ活動の効果的な設定、事実を求める教師の支援を手がかりに研究を進めた。 

教師が、児童生徒に何を習得させ、その知識をどのように活用させていくかをとらえ、両者を

一体的に考え実践していくことが「わかる」社会科学習につながることが明らかになった。 
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Ⅰ 主題設定の理由 

１ 現代社会の背景から 

現代の日本は、少子高齢化、グローバル化、情報化などがすすみ、社会として複雑な相をなしてい

る。こうした社会の変化に伴い、21 世紀は、「知識基盤社会」の時代であると言われている。「知識基

盤社会」とは、「新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の

基盤として飛躍的に重要性を増す社会」であると中教審答申5において定義されている。また、「知識

基盤社会」の特長6としては、従来の学校教育で教えていた知識の価値が時間の経過とともに変化して

いくことが挙げられている。こうした、社会の情勢をうけ、社会とのつながりを学ぶ教科でもある社

会科でも、知識の価値の変化に対応し続ける力が必要になってくると考えられる。 

２ 学習指導要領から 

平成 19 年６月の教育基本法の改正に伴う、学校教育法の一部改正、第 30 条２項には「生涯にわた

り学習する基盤が培われるよう」「特に意を用いなければならない」として以下の規定をしている。 

「基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力等その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養う。」 

 また、学習指導要領においては、社会科の改善の基本方針の中に、社会的な見方・考え方とともに、

読み取り、説明、解釈、論述などといった言語活動を重視する方向で改善を図ることが示されている。 

 これらのことから、知識・技能を活用しながら、自分の言葉で社会の姿を語ることが求められてい

るといえる。 

３ 川崎市学習状況調査から 

川崎市学習状況調査7において以下のような調査結果（図１） 

がみられた。小学校における社会科の理解度は、「わかる」「ど 

ちらかといえばわかる」を合わせた割合は、80.2％で国・社・ 

算・理の４教科中最下位である。この調査結果から、小学校社 

会科の問題点の一つは、児童の多くが他教科に比べて、「わか 

る」ことを実感していないといえる。 

中学校においては、社会科の理解度は 73％となり、５教科の 

中で、２番目に位置している。（図２）学習内容が急激に増えて 

いく中で、社会科に対する生徒の理解度は、他教科に比べてよ 

いポイントを挙げている。しかし、社会科の有用感を問う設問 

で「役に立つ」「どちらかといえば役に立つ」をあわせた割合は、 

60.7％に過ぎない。（図３）これは５教科中、４番目である。社 

会は「わかっている」はずなのに、社会の中で役には立たない 

と中学校生徒がとらえている傾向がうかがえる。これらの調査 

結果から、中学校社会科の問題点の一つは社会科学習での理解 

と実社会とを関係付けてとらえていないことにあるといえる。 

                                                                                                                                                                     
5 中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」 2005 年 
6 中央教育審議会 「教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ」2007 年  
7 小学校 平成 23 年５月実施 小学５年対象 中学校 平成 23 年 11 月実施 中学２年対象 

図２Ｈ２３川崎市学習状況調査における各教科の理解度（中学校）

図１ Ｈ２３川崎市学習状況調査における各教科の理解度（小学校）

図３ Ｈ２３川崎市学習状況調査における各教科の有用感（中学校）



    - 69 -  
  

４ 社会科を指導する教師の悩み 

小学校教師の立場からみると、半数以上（53.4％）が社会科に対する苦手意識をもっていることが

明らかである。8（図４）実際、職員室で社会科について 

「何を教えていいのかわからない」 

「どう教えていいのかわからない」 

などの声を耳にすることがある。 

 これでは、小学校児童の学習内容の理解度が低く 

なるのが当たり前である。「何を」「どのように」教えていくのか教師自身が明確に把握しておくこと

が、この問題の解決につながると考えられる。 

右のグラフ9(図５)から、中学校教師は、教材研究の時間が十分にとれていないことや事務処理にお

われる毎日を過ごしていることが読み 

取れる。また、進路にかかわる入学者 

選抜試験のことを考えると教え漏らし 

があっては困るといった切実な問題に 

直面しているのは事実ではなかろうか。 

だからこそ、中学校でも教師が指導内 

容を明確にとらえ、大切なことは何か 

効率よく分析しておく必要があると考 

える。 

５ 社会科の特質 

社会科は、「“見えないもの”を“見える”ようにする教科」であるといった特質をもっている。社

会的事象を通して、その意味や意義、特色や相互の関連を考えていくものだともいえる。その社会的

事象は、個々に複雑に絡まり合っているのである。北俊夫10は著書11の中で、「（スーパ－マーケットで

働く人の工夫に言及し）工夫の内容は、地理的条件や社会状況などとも深くかかわっている。教師は、

複雑な糸を一本一本ほぐしながらそれらを順序立てて児童生徒にやさしく理解させていかなければな

らない。社会科は手間のかかる教科である。」と述べている。 

教師は教えるべき内容を明確にし、児童生徒を「わかっている」状態にどう導いていくのかを教材

研究の段階で考えておく必要がある。 

６ 研究主題の設定 

 これまでの川崎市内で行われてきた実践をふりかえると、社会的事象の意味や意義、特色や相互の

関連が見えてきたときに子どもたちが表情を変え、社会科学習に意欲的に取り組むようになる姿が数

多く見られた。こうした現状と、ここまで述べてきた課題をふまえ、研究主題を以下のように設定し

た。 

 

 

                                                                                                                                                                     
8  ベネッセ 「第５回学習指導基本調査」 2010 年 
9 ベネッセ 「第５回学習指導基本調査」 2010 年 
10 国士舘大学教授 元文部省初等中等教育局教科調査官   
11 「社会科学力をつくる『知識の構造図』－“何が本質か”が見えてくる教材研究のヒント －』明

治図書 2011 年ｐ14  

習得・活用を大切にした「わかる」社会科学習の在り方 

～何を教えるか どのように学ばせるか～ 

図４ 指導の得意・苦手な教科領域 （小学校）

図５ 教師の悩み （中学校） 
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Ⅱ 研究の内容 

１ 習得・活用と「わかる」社会科学習について 

（１）習得・活用を大切にするとは 

 習得と活用（図６）を児童生徒側から見たとき、習得と活用を明らかに区別してとらえてはいない

だろう。児童生徒は、習得しながら活用しているし、同時に活用しながら習得を図るともいえる。学

習は、習得と活用が小刻みに繰り返されて進んでいくと考えられる。 

効果的な学習活動を展開するために、教師と 

しては、活用の基となる知識･技能を明らかにし 

て、指導を行うことが必要である。そして、教 

師が基礎的･基本的な知識･技能を活用させる場 

面を保障し、その場面の活動の充実を図る。習 

得･活用を大切にするとは、教師のこれらの意 

図的な取り組みのことを示している。 

（２）「わかる」社会科学習とは 

 社会科は暗記教科であると言われることがある。だが、個別具体の事象を暗記するだけでは「わ 

かっている」とはいえない。そこで、本研究会議では、どのような状態に至ることが「わかっている」

状態であるのかを検討した。知識の価値が変化していくことが予想される現代においては、自分の言

葉で社会的事象の意味や意義などを解釈したり、事象の特色や事象間の関連を説明したりできるよう

な力が必要とされる。本研究会議においては、事象の関係を自分の言葉で説明できることが「わかっ

ている」状態であると考えた。また、本研究会議では、社会科の「わかる」には下図のような段階が

あると分析した。（図７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように「わかる」が積み重なっていくことを教師が理解しておくことで、児童生徒の「わかる」

がどのように形作られていくかをとらえることができるだろう。そして、それぞれの段階で、何を習

得･活用するのか、どのように習得・活用させていくのかを明確にし、指導していくことで、児童生徒

にとって社会的事象の関係性をとらえた「わかる」社会科学習につながると考えた。 

２ 研究の内容 

（１）何を習得・活用させるか 

①何のために習得・活用させるか 

「何を習得・活用させるか」を説明する前に、習得・活用を行う目的について述べておく。このこ

とは二つの面から考えることができる。活用の目的とは、まず第一に、学校教育法に示された学力の

図７ 「わかる」の階層 

図６ 習得・活用のイメージ図
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定義からも明らかのように、思考力・判断力・表現力等を培うためのものである。これは、学校教育

全体を通じていえることである。第二に、社会科固有の目的からとらえると、事象と事象の関連をと

らえた社会認識を深めるためにある。基礎的・基本的な知識を活用することで、過去の知識の再確認

を行ったり、新たな知識を獲得したり、多面的・多角的にとらえたりすることができるようになり、

社会認識が確かなものになるといえる。言い換えれば、社会が確かに「わかる」ともいえる。 

②基礎的・基本的な知識の明確化 

基礎的・基本的な知識とは、指導内容のうち確実に習得すべきもののことであり、今後の学習の基

盤になるものである。従前、川崎市立小学校社会科教育研究会では知識の構造図（次項参照）を活用

し、単元の構想に取り組んできた。知識というものは、事実認識に始まり、互いに関係付け、積み重

なっていくような段階をもっている。同時に、知識は相互に関連し合って、構造的に形成されている

ものであるといえる。また、児童・生徒は、学習してきたものを活用して学習を展開する。基礎的・

基本的な知識を、問題・課題の解決に対して必要な知識と考えると、基礎的・基本的な知識とは、構

造図に示されたものに他ならない。 

単元を構想する際に知識の構造図を用いることで、基礎的・基本的な知識が明らかになり、どのよ

うに知識を結び付けながら「わかる」に到達していけばよいかが明確になると考える。 

知識の構造図を作成するねらいとしては、主に以下の四点が考えられる。 

１）教えるべき知識の精選が図れる。 

２）資料・活動などから子どもたちに獲得させたい知識は何かが明確になる。 

３）1時間、小単元または単元において獲得させたい知識が関係性をとらえながら明確になる。 

４）つまずきのある児童生徒に対して、学習をさかのぼって、支援の手がかりを得ることができる。 

本研究会議においても、習得すべき知識を明確にするために、知識の構造図を活用して、検証授業

に取り組んでいく。 

さらに、児童生徒に、基礎的・基本的な知識を習得させる時には、一方的に知識を注入するのでは

なく、知識を関係づけて解決に迫る、問題(課題)解決的な学習を進める必要がある。学習問題・課題

も、社会科の学習をすすめる上で重要な要素である。  

（２）どのように習得・活用させるか 

①活用を意識した単元構成 

児童生徒に、習得した知識を適切に活用させることで、「わかる」が確かなものになると考えられる。

そのために、教師は、ここまで述べてきた活用につながる知識を明確にするとともに、活用できる場

面を効果的に設定していく必要がある。児童生徒が習得した知識を意図的に活用できるような場面を

作り出すには、１時間単位で考えるだけではなく、全体を見通して単元構成を考える必要がある。 

②協働的に学ぶ活動の設定 

協働的に学ぶ活動を通じて、児童生徒は、今まで気が付かなかった関係性に目を向けたり、自分の

考えに確信をもてたりするようになると考えられる。こうした活動を設定することで、関係性をとら

えた「わかる」社会科学習につながっていくと考える。教師は、２人組のペア対話や３～４人のグル

ープ学習、全体での話し合い活動など多様な場面の設定をすることができる。  

また、協働的に学ぶ活動では、習得したものを活用している様子が見えやすい場面である。そのた

め、教師はその表出された言動で習得･活用の様子を見取ることが可能になる。そこで、適切に支援を

行うことで「わかる」社会科学習につながると考えた。 
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③事実を基に考えさせるための支援 

児童生徒が、日頃から事実を基に根拠や理由、関係性に 

着目していくようにすることで、社会的事象の意味や意義、 

特色、関連をとらえやすくなると考えた。こうした姿を求 

めるためには、例えば、発言に対して、「どうしてそう思っ 

たの」「どこに根拠があるか教えて」「何と何を結び付けて 

考えたの」などの問い直しが大切である。また、児童生徒 

が根拠や理由、関係性をとらえた活用の姿が見られた時、 

教師は、機をとらえて即時的に評価していくことも大切で 

ある。(図８) 

３ 検証授業の実際と考察 

（１） 中３ 公民的分野 「私たちが生きる現代社会と文化」 

～海外で活躍する日本人サッカー選手を通して、今の日本を見てみよう～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○知識の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 教師の支援 

単元目標 （１）現代社会の特色や我が国の伝統と文化に対する関心を高め、現代社会の特色や伝

統と文化がどのように受け継がれてきたかを、海外で活躍する日本人サッカー選 
手に着目して意欲的に追究させる。 

           （２）少子高齢化、情報化、グローバル化などが政治、経済、国際関係に影響をうけて

いることや我が国の伝統と文化の意義や、それらが現代社会に与えている影響な

どについて、海外で活躍する日本人サッカー選手の事例を通して多面的・多角的

に考察し、その過程や結果を適切に表現させる。 
（３）現代社会の特色や現代社会における文化の意義や影響、我が国の伝統と文化に関

する資料を収集し、有用な情報を適切に選択させて、読み取ったり図表などにま

とめたりさせる。 

（４）現代社会の特色や現代社会における文化の意義や影響などを理解させ、その知識

を身に付けさせる。

まとめてわかることは、単元を通じて獲得してほしい知

識
必ずこのルートで理解するということを求

めているわけではない 知識の構造図はわ

かり方の一例を示すものである  

時間毎のつながりは 

示していないが、既習事項 

（基礎的・基本的な知識） 

は常に活用して 

学習をすすめる 

資料は中心的なもの

を 2 つから３つ記入 

○数字は

時間数 

検証授業 

5 時間目／ 

7 時間 

資料と調べてわ

かることはでき

るだけ 

１対１対応で記

入 

点線よ

り上が

知識を

示して

いる 
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○単元構想図 

 

①検証のポイント 

知識の構造図を作成して実践に取り組むことで指導内容が明確になり「調べる」 

「考える」「まとめる」といった学習活動が保障されるかを検証する。 

②検証授業の考察 

ア)基礎的・基本的な知識の明確化 ～知識の構造図の作成～ 

この検証授業では、中学校の先生に初めて知識の構造図を作成して授業 

づくりに取り組んでもらった。この知識の構造図の活用から二つの効果を 

認めることができた。 

第一の効果として、教師の一方的な説明（知識注入型）による社会科学 

習を防げることがあげられる。知識の構造図には、「資料」、「調べてわかる 

こと」、「考えてわかること」、「まとめてわかること」が示されている。そのため、学習活動自体も、

「調べる→考える→まとめる」場面が保障され、一方的な説明を受ける社会科学習にならなかった。

このことは、知識の構造図を作成して実践した場合とそうでない場合の生徒の発言数を比較した表か

らも明らかである。知識の構造図を活用した場合の方が生徒の発言数が多い（表１）ことから、教師

の知識注入型の学習ではなくなることが見えてきた。また、知識の構造図を作成した場合は、教師の

発問が短く、簡潔になっている。生徒に活用させたい事実を、分析の段階でとらえているので、教師

の言葉もより具体的で的確なものになるという質的な変化が見られた。例えば「チームの勝利のため

に必要なものは？」という問いに対する生徒の答え「チームワーク」に、教師が「チームワークをつ

くるためには」と問い返した。このように生徒の意見をつなげていくような声掛けに変化していった。 

もう一つの効果としては、教科書の記述だけ教える網羅的な学習にならないことである。今回は、

サッカーを切り口に、現代日本社会の様子をとらえさせることをねらっている。検証授業では、「日本

人選手が外国人選手とどのようにチームワークをつくっていけばよいか」を課題として学習を進めた。

主な資料は①世界各国のサッカー選手の出身国＝課題を作成するための資料②神に祈るメッシ選手

(外国人)の写真＝問題意識を（宗教に）焦点化するための資料③世界の宗教分布＝解決の糸口になる

ための資料④長友選手、合格祈願の写真＝新たな視点（日本人に根付く宗教観）に気付かせるための

資料の四点であった。どれも、サッカーとチームワークに関するものを中心に資料を提示した。それ

らの資料を使っても、学習指導要領の内容（資料１）には到達できると考えた。つまり、知識の構造

図を使った教材研究を進めることで、習得･活用すべき知識が明確になったといえる。 

表１ ５０分間の学習での発言数 

教師 子ども

知識の構造図を
作成していない

実践の場合
107 63

知識の構造図を
作成した

実践の場合
126 131

検証授業 

5 時間目／ 

7 時間 
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学習指導要領解説より 内容の解説 検証授業での生徒の記述 

・私たちのものの見方や考え方、判断、価値観 

などが文化によって影響を受けていること 

・個々の文化には人類共通の普遍性とそれぞれ 

の文化特有の特殊性があり・・・ 

・宗教では、その考え方が人々の生活に影響を与え

ていること 

・サッカー選手の行動も宗教的な考え方の 

影響をうけている。 

・日本人選手も外国人選手も異なる神を信 

仰しているが神に祈る気持ちは同じ。 

・日本人も無意識の内に宗教的な行動をと 

っていることがある。 

 

これが教科書12に掲載された資料を利用するとなると、「日本の年中行事」、「列車からあふれるイス

ラム教徒」、「東京スカイツリーの起工式と地鎮祭」と３つの資料を使って学習することになる。しか

し、それぞれの資料の関係性をとらえることは難しいのではないだろうか。 

また、本単元では、グローバル化をとらえさせるために海外サッカーチームの選手の国籍を取り上

げた。また、科学技術の進歩をとらえさせるためにロボットがサッカーしている事実を取り上げた。

単元を通じた生徒の記述からも、軸を明らかにして、社会的事象を関係付けた方が現代社会の様子を

とらえやすくなったといえる。（資料２） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）小５  「くらしを支える日本の工業１～鉄鋼業～」 

 

 

 

 

○単元構想図 

 
                                                                                                                                                                     
12 「中学社会 公民 ともに生きる」教育出版 2011 年 ｐ.16，17 

資料１ 学習指導要領解説より内容の解説と授業の実際 

資料２ 単元を通じたある生徒のまとめの記述 

（1 時間目）日本人サッカー選手が海外で活躍していくと日本人の知名度がＵＰしたり今後の活躍が期待され、いろ

いろなところでお金が動き日本は儲かると思う。そのため日本の景気が良くなってきて、日本にとって

もプラスになる。（グローバル化の進展） 

（2 時間目）日本人サッカー選手が海外で活躍するためには情報を利用していくことはとても重要なことだと思うが、

すべてを鵜呑みにすることなく情報を見極めて利用していくことが大切である。（情報化の進展） 

（3 時間目）科学技術の進歩によりサッカーはより楽しめるようになり、正確な判断により公平になる。すると本当

に強いチームがわかったり、サッカーがやりやすくなったりして、サッカーを始める人が増えると思う。

（科学技術の進歩) 

単元目標 身の回りの工業製品や鉄鋼生産の様子、働く人々の様子などを通して我が国の鉄鋼業

について関心をもち、見学活動や各種の資料・統計、地図や地球儀などを活用して調

べ、鉄鋼業は国民生活を支えていることを知り、重要な役割を果たしていることを考

えられるようにする。 

検証授業 

10 時間目

／ 

11 時間 
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○知識の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①検証のポイント 

ア）事実を基に考えさせるための支援を意識して実践に取り組むことで、活用の場面を作り出し、問

題解決の過程を自分の言葉で表現できるかを検証する。 

②検証授業の考察 

ア）事実を基に考えさせるための支援 ～問い直しや教師の即時的な評価～ 

 事実を基に根拠や理由、関係性を求める問い直しや教師の即時的な評価は、本来、どの教科でも行

われるべきものである。しかし、事実を基に考える社会科だからこそ大切にしたい教師の活動ととら

えることができる。それは、まず第一に、社会的事象の意味や意義、特色、関連などを考える際には、

根拠や理由、関係性に着目することが必要だからである。第二に、問題(課題)解決に至る過程を自分

の言葉で説明できるためには、根拠や理由、関係性を明らかにして、自分の考えを表現する力が必要

だからである。第三に、根拠や理由、関係性を使って表現することは、習得した知識を活用している

ということができ、一層の習得につながると考えられるからである。こうした意義を理解して授業実

践を行うことが大切である。 

検証授業 

10 時間目

／ 

11 時間 
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 検証授業においては、習得すべきものを明確に教師が押さえ、的確に問い直しを図ることで、児童

が事実を基に発言する姿を数多く見ることができた。(資料３) 即時的な評価については、一人の子を

評価してあげることで、周りの子を育てるといったねらいも含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、意図的な問い直しや即時的な評価を行うことで、児童は自発的に根拠や理由、関係性に着

目する姿を見せるようになることが明らかになった。下の記録(資料４)は、検証授業の際に見られた

児童の姿である。 

 

 

 

 

 
 このような事実を基に根拠や理由、関係性を表現することが、社会を確かに「わかる」ことにつな

がる。すなわち、事実にねざして、自分の言葉で表現できる児童を意図的に育てていくことが大切で

ある。 

 

（３）中２ 地理的分野 日本の諸地域「中国・四国地方」 

～人口や都市・村落の視点を中心とした考察～ 

 「中国・四国地方の人口分布は、人々の暮らしにどんな影響を与えているのだろうか」 

 

 

 

 

①検証のポイント 

ア）活用を意識した単元構成の工夫をして実践に取り組むことで、生徒が、習得した地理的な見方・

考え方を適切に活用し、課題解決に至ったかを検証する。 

イ）協働的に学ぶ活動を意図的・計画的に設定して実践に取り組むことで、地域的特色を多面的・

多角的に追究できたかを検証する。 

ウ）グループでの協働的な活動の場面において、ホワイトボードを使い、グループから全体への効

果的な情報の共有につながっていたかを検証する。 

  

資料４ 児童の発言（10 時間目）

資料３ 問い直し 即時的な評価（10 時間目）

単元目標 （１）中国・四国地方の地域的特色を、人口や都市・村落を中核とした考察の仕方

を基に、多面的・多角的に考察させ、その過程や結果を適切に表現させる。

     （２）中国・四国地方について、人口や都市・村落を中核とした考察の仕方を基に

地域的特色を理解させ、その知識を身につけさせる。 

Ｃ（黒板を使い）高品質な鉄を作るためには、よい機械、よい機械を作るためには技術が必要、技術を発達させる

には努力、３つがつながっていると思う。 
Ｃ ぼくはお客様のニーズだと思います。なぜかというとお客さんのニーズに応える技術を開発する努力をしてい

るからです。 

○教師の問い直し 

 

Ｃ 信頼できる鉄だから 

Ｔ  信頼できるってどういうこと？ 

Ｃ いい機械があるから 

Ｃ いい環境を使っているから 

Ｃ ガスを再利用している 

Ｃ 使った水の９０％以上も 

再利用している 

 

C 品質もいいし技術もいい 

Ｔ どうして高品質っていえるの？ 

Ｃ 高品質なのは巨大メーカー 

だから 

Ｃ 努力を重ねて作っている 

Ｃ スピード、努力、誠意 

○教師の即時的な評価 

 

Ｃ（前発言した）Ｂさんと同じで技術が良くて外国も買

おうとしている。  

Ｔ ほら いまのつながったね。技術がいいから信頼をえて、 

外国もまた注文してくれる。 

（教師が黒板で意見同士を結び付ける。） 

（その後もつながりに着目する子が出現する。） 

 

Ｔ お、いいねＤさん 辞書で調べよう。 

（辞書で言葉の意味をいい表情で調べる。） 

（ほかの児童も調べだす。） 

（別の場面でも、児童がグループ活動中に辞書を利用し

て話し合う姿が見られた。） 

 

意味を問い直す

ことで「信頼」

と関係している

事実＝見学を通

して獲得した

様々な事実を引

き出している。 

理由を問い直す

ことで高品質と

関係している既

習事項を結び付

けることにつな

げている。 
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○知識の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○単元構想図 

②検証授業の考察 

ア）活用を意識した単元構成 ～地理的な見方・考え方の活用～ 

本実践では、これまでの学習の中で習得した地理的な見方・考え方を繰り返し使うことを意識して

単元を構成した。（単元構想図参照）具体的には、１時間目で、広島市の人口集中の理由を考える。２

時間目で広島市の人口集中によって生じた問題についてとらえる。このパターンを繰り返し、３時間

目、４時間目で南四国における人口減少の理由を考え、その問題についてとらえる。このような単元

構成をすることで、人口の分布を共通の自然条件や社会条件を活用してとらえることができると考え

検証授業 
３時間目／

５時間 

検証授業 

３時間目／

５時間 
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た。また、５時間目には、これまでの学習のふりかえりをするとともに人口や都市・村落を中核とし

て、岡山市や島根県を考察し直すことで、もう一度習得した知識を活用できると考えた。 

 検証授業を実施した３時間目では、広島市の学習を活用して、課題に対する予想を考えたり、資料

の読み取りの際に、これまでに身につけた知識と比較したりしてとらえることができた。（資料５） 

 

 

 

 

 

 

 また、多くの生徒のまとめの記述量が、時間を追うごとに増えていった。地形や気候、交通や産業、

人口構成、地域社会の成立など、人口や都市・村落などに対する生徒の見方・考え方が広がった結果

といえる。ある生徒の記述において、交通に関して、１時間目には「観光客」や「ものを運ぶ」のに

便利といった面にとどまっていた見方・考え方が、「交通の混雑」「騒音や排気ガス」「お店」「仕事」

との関係に着目できるように変化していった。これらのことから、活用の場面を設定することで見方・

考え方が広がり、わかり方が確かなものになっていったといえる。（資料６） 

 

 

生徒の記述から考察すると、活用の場面を設定することで生徒のわかり方が、多面的・多角的に 

なったり、深まっていったり、関係性に着目したりするようになることが明らかになった。教師側と

しては、意図的に活用を図ることを前提としているので、問い直しや即時的な評価などの支援を効果

的に行うことができる。活用を意識した単元構成を工夫することが、生徒にとっても、教師にとって

も有効であることが明らかになった。 

研究会議では、活用を意識した単元構成の工夫で大切なことを話し合った。まず第一に、問題(課題)

解決的な学習を展開することが大切である。教師が一方的に説明する展開では活用の場面が保証され

ないからである。第二に、学んだことを意識的に使って問題（課題）解決にあたるような場面を設定

した単元構成を工夫する必要があることが明らかになった。児童生徒に習得した知識を、意識的に使

わせるような仕掛けが大切である。 

イ）協働的に学ぶ活動の設定 ～事実を読み取り、関連付ける場面の設定～ 

 本実践では、４人組グループによる協働的に学ぶ活動を二つの場面で設定した。一つは、課題「南

四国ではどうして人口が減少しているのか」に対して、個人で予想をした後、教師が配付した資料か

ら事実を読み取る場面である。もう一つは、事実をクラス全体で共有したのち、課題に即して事実を

資料６ ある生徒における単元を通したまとめの記述 

資料５ ３時間目の生徒の反応 

（予想の場面） 広島市の学習で身につけた「交通」に関する知識を活用して予想 

Ｃ３  交通の便利なところがあってそこに人が集中する。 

Ｃ６  交通機関が発達していない。 

Ｃ７  高速道路や電車が通っていない。 

Ｃ８  通っているけど少ない。    

（資料から事実の読み取り）広島市の「平野部に広がる人口集中」と比較した考え 

Ｃ２４ 山が多いから住みづらい 四国山地が真ん中に来て住みづらい。 

課題 

南四国では 

どうして 

人口が減少して 

いるのか？ 
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関連付け説明する場面（ホワイトボードに記入）である。 

 検証授業では、協働的に学ぶ活動でのねらいを教師がきちんととらえていたため、指示が明確にな

り、生徒がスムーズに活動に取り組めた。さらに、様々な地理的な見方・考え方を交流しながら学習

をすすめている様子がうかがえた。以下のような活動が行われた。（資料７） 

 

 

 

 

活動の様子から協働的に学ぶ活動では、以下のような効 

果が確認され、「わかる」が確かなものになっていく様子が 

うかがえた。 

①読み取った事実の共有や事実から解釈したことの共有が 

できる。 

②事実や意見の比較・関連・総合を行うなど見方・考え方 

の伸長や多面的・多角的に考察する力の育成につながる。 

③読み取った事実や解釈、説明などの妥当性を子どもたち 

同士で吟味できる。 

④グループから全体につなげることで、グループで話し合っ 

たからみんなの意見を聞きたいという意欲につながる。た 

だしこれらの活動には、自分の考えが表出しあえる学級づ 

くりが必要であるし、話し合いの積み重ねも必要である。 

 また、検証授業の中では関連付けの場面も見られた。（資料 

○Ａグループ（資料から事実を読み取る場面） 

Ｃ１ ちょっとみせて 

Ｃ２ 人口が減少しているからでしょう 

Ｃ３ 田舎になっているからだよ 

Ｃ２ 田舎はおかしいじゃん 田舎ってある意味ふるさと

って意味でしょ 東京が田舎っていう人もいるよ 

Ｃ１ 大都市 過疎地域 

Ｃ２ それはそう どこも高齢化少子化だけど  

東京とか大都市に行っちゃって生産年齢人口が少

ない 

Ｃ１ 生産年齢人口？ 

Ｃ２ ２０代から３０代ぐらいの 

Ｃ１ あー 仕事ができる 

Ｃ２ 大都市に行ってたら仕事も減っていくよね 人がい

ないんだったら会社もつぶれていく 必要ないから

Ｃ２ 働く人少なくなっているから 

Ｃ２ 少ないよね 

Ｃ３ 東京売上すごいね すごいね東京 結構売 

ってる 

Ｃ１ 高知県はあれ 商品販売額が低いね 下か 

ら３番目Ｃ３ ほぼ最下位 

Ｃ２ すごいね 高知県 

Ｃ３ 東京に行けば儲かるんじゃない 

Ｃ１ 企業もなくなる 

 

○Ｂグループ（資料から事実を読み取る場面） 

Ｃ１ あっ 農業やっているところが多い 

Ｃ３ 農業って農業離れがある 若者は都会に行 

くよね 

Ｃ２ 農業離れって何 

Ｃ３ 若者は農業やらない人多いよね 

Ｃ２ この頃日本の野菜って高いしね 

Ｃ３ 農業だけで若者がいなくなって老夫婦だけ 

になって 

Ｃ２ 土地だけむちゃくちゃ余ってるから農業や 

ってて 

Ｃ３ （農業）してるけど 土地はあるけど人は少ない 

 

Ｃ１ 飛行機あるから東京に行ける  

Ｃ２ なるほど 

Ｃ３ 高知にあるよねえ 

Ｔ  電車や道路がないところあるんじゃない 

Ｃ２ 真ん中にない 

Ｃ３ 山だよ 山間部 

Ｃ２ 四国山地 

 

 

資料７ 協働的に学ぶ活動１（3時間目） 

資料８ 協働的に学ぶ活動２（3時間目）

Ｃ２ 水はけがよい 悪い どっち 

Ｃ１ わからん 

Ｃ２ 水をため込みやすい 

Ｃ１ 山が連なるところに三角州がある 

Ｃ３ わからん 

Ｃ２ 扇状地だっけ？ 三角州だっけ？ 

扇状地が多いところって書く？ 

Ｃ１ そういう系が多い 

Ｃ３ 降水量が多い？水はけいいってこと？ 

Ｃ２ 降水量多い 水はけがわるい？ 

三角州 扇状地 山がある 

Ｃ３ そうだね 

Ｃ２ 川があるから 扇状地 

Ｃ１ たくさん川あるよ（地図帳で調べて） 

川があって水はけがよい 

Ｃ３ それでつながったね 

Ｃ２ ってことは果樹栽培 

Ｃ３ ほらあれ愛媛県はみかん 

Ｃ２ 確かに 

Ｃ１ それで果物売れる 

 

Ｃ１が用語の意味を確認している。友達の意見を聞

きながらＣ１も共感し、生産年齢人口という知識を

活用し、話を進めることができた。 

上段ではＣ１の資料からみつけた新たな事実を

もとにＣ３が農業離れという知識を活用して関

連付けた。Ｃ２もその意見に共感できた。 
下段では教師の支援のもとに一緒に事実を探す

ことができた。その後、人口減少と広島市で学ん

だ交通の視点からの見方を活用して南四国の地

形につなげた。 
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８）課題に即して事実を関連付け説明する場面で、このグループは、高知県には三角州や扇状地があ

ることを前提に話をすすめている。さらに南四国の話をしているはずなのに、果樹栽培の盛んな愛媛

県と関連付けて結論付けた。このようなことは、グループ活動のみで終始しているとよくあることで、

間違った事実認識のまま学習が進むことがある。 

本研究会議では、間違った認識を防ぐために、グループで協働的に学ぶ活動の後に全体での確認・

共有の作業やその時間の確保が必要であると考えた。その上で、教師自身も事実とそうでないものを

確認しながら、子どもたちの発言や考えを評価していくことが求められる。 

 しかし、実際に、こうした訂正をすべてのグループに対して行うことは不可能に近いと考えられる。

間違った認識のまま学習を進めないためにも、事前に打てる手立てが必要とも話し合われた。資料か

ら、読み取れるものは何か、読み取れないものは何かをしっかり吟味したうえで資料提示することや、

児童生徒に問われているものはどの資料から読み取れるのか判断する能力を育むこと、合理的に説明

したり、筋道立てて説明したりできる能力を育むことが必要であると確認された。 

ウ）グループでの協働的に学ぶ活動を全体へ ～ホワイトボードの活用～ 

 本実践では、グループでの協働的に学ぶ活動から全体につなげるための手立てとしてホワイトボー

ドの活用に取り組んだ。南四国の人口減少の理由を様々な要因と関連付けて説明する場面で利用した。 

 検証授業実施前から、ホワイトボードの活用はあくまで手段であり、課題解決のために使うこと、

クラス全体で共有したり、考えを可視化したりするために使うためのものゆえに、大きな文字で、簡

単な言葉でまとめる必要があることなどを確認した。 

 実際の場面でも、教師は、「線だけひいてください」「大きな文字で」「簡単にまとめて」といった指

示を適宜出していた。さらに、ホワイトボード記入後、全てのグループが発表するのではなく、意図

的に指名をし、つながりを説明するように指示をした。こうした活動は、全てのグループが発表する

より、時間がかからず、大切なポイントを説明させるという点で有効であった。同時に、自分の言葉

で説明するといった効果的な活用の場面を設定することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ３２ どこの国かは忘れ

たんだけど、平地が多いとこ

ろは新幹線が多いと聞いて

いた。山が多いと作りにくい

んじゃないかと思う。 

Ｃ３５ 農業が中心。さかん

すぎるから農業が多いとほ

かの産業が発達しない。それ

をいやがって若者が土地を

離れていく。 

Ｃ３７ 交通が発達してい

ないから観光客が減ってい

る。四国山地が多いから住み

づらくて人口が減っている。

 

資料９ ホワイトボードの活用（3時間目） 

① ③ ② 

Ｃ35 の発言と①のホワイトボードの記入を合わせて考えると書いた内容を繰り返しているにすぎない。また、

ともすると、教師は②のグループのようなホワイトボードを求めがちだが、Ｃ37 の発言は、記入した言葉を続

けているだけである。①②の記入は時間がかかり、全体の場では見えづらいものになる。③のホワイトボード

では、簡単な記述ながら、Ｃ32 が記入した二つの言葉の因果関係や背景などを自分の言葉で説明している。こ

のように、見えている事実から、見えない部分を自分の言葉で説明させることで思考力・判断力・表現力等を

培うことができる。②の場合なら、例えば「山地が多いと住居の建設や移動の時間が買って不便だから住みづ

らく・・・」のような説明が必要である。 
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 これまで中学校では、ホワイトボードは、思考の過程を可視化したり、全体で意見を共有したりす

るために利用してきた。さらに、ホワイトボードに書かれた内容を説明することで、思考力・判断力・

表現力等の育成につながる活動が可能になる。（資料９）そのためには、記述を簡略化させ、記述内容

の根拠や理由、関係性を自分の言葉で説明する場面を設定する必要がある。 

また、ホワイトボードを使った活動は、クラス全体の考えをまとめる際には有効な手段の一つであ

る。ただし、その使い方には、工夫が必要である。例えば、今回の実践のように、ホワイトボードの

記入後、教師による意図的な指名で簡単な記述を自分の言葉で説明させる活動は有効である。他にも、

授業前に書かせておいてみんなで吟味する活動や書かせておいたホワイトボードの中から一つを全体

で吟味する活動、結んだ線の部分を違うグループに説明させる活動も考えられる。また、ホワイトボ

ードを使った説明を板書に生かす教師の手立てを初めとした工夫が必要であることが検証授業から明

らかになった。さらに、全体の確認・共有の場面でホワイトボードを使った生徒の説明をどうつなげ

るか、つまり、教師の授業展開力が必要であることも話し合われた。 

 

（４）小５  「私たちのくらしと情報」～気象情報と医療ネットワーク～ 

 

 

 

 

○単元構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単元目標 身の回りの情報や情報ネットワークに関心をもち、情報を発信する側の工夫や、

情報・情報ネットワークと国民生活のかかわりについて調べ、情報化が進む社会

の様子と、発信の責任、受信の判断、慎重な管理の大切さを知り、これからの生

活で情報を有効に活用することについて考えられるようにする。 

検証授業 １０時間目／１１時間 
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①検証のポイント 

ア）活用を意識した単元構成の工夫をして実践に取り組むことで、児童が習得した基礎的・基本的

な知識を適切に活用させ、追究できるかを検証する。 

イ）学習問題に即した学習のまとめ方を意識して実践に取り組むことで、事実を基にした問題解決

の過程を自分の言葉で表現できたかを検証する。 

②検証授業の考察 

ア）活用を意識した学習活動 ～社会的な見方・考え方の活用～ 

本検証授業単元では、活用場面の設定を意識し 

た単元構成のもと、実践に取り組んだ。はじめに 

天気予報(テレビ放送)を取り上げ、その後の医療 

ネットワークに進む前に、ウェザーニュースを取 

り上げた。その理由は、天気予報とネットワーク 

をつなぐものとなるからである。そうすることで、 

児童の意識の中にネットワークの姿をイメージす 

ることができ、その後の学習で活用されると考え 

たからである。また、天気予報、ウェザーニュー 

ス、医療ネットワークのそれぞれで、情報の管理、 

図９ 情報単元 単元構成 

○知識の構造図 

実際は 8 時間目が 2 時間扱いになったため 

検証授業 １０時間目／１１時間 
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情報の双方向性、情報の信頼性を扱うことで、習得した知識を活用して学習に取り組めるように設定

した。(図９) 

また、単元の終わりの１２時間目には、医療ネットワー 

ク以外の教育、防災、医療、福祉といった別のネットワー 

クの事例を通して、これまで習得した知識を活用する場面 

を設定した。 

実際の児童の姿として、医療ネットワークを扱った 

検証授業時(１０時間目)の発言では、天気予報やウェ 

ザーニュースでの学びを活かしたものが見られた。 

１２時間目では、資料１０のように、これまでの学 

習内容を活用するような発言が見られた。 

このように活用の場面を意図的に設定した単元構成 

をすることで、社会的事象を多面的にみることができ 

るようになり、関係をとらえながら自分の知識として 

習得できることが明らかになった。 

イ）事実を基にした教師の支援 ～まとめの場面の支援～ 

本検証授業単元では、学習問題「地域や県などの様々な医療機関が医療ネットワークでつながると

どんなメリットがあるのだろうか」に対して、問題のまとめを書く場面を設定した。そして、まとめ

を書かせる際に、以下の二つの手立てを意識して実践に取り組んだ。 

①具体的な事実を活用させ、学習内容を振り返る。(資料１１） 

教師の発問 児童の発言 
 

 

T１ 発表してください。 

 

Ｔ２ どんな情報がわかるんだっけ？ 

 

Ｔ３ その人の情報に関連する人？ 

Ｔ４ 緊急時ってどんなとき？ 

 

Ｔ５ どんな時か映像浮かんでいる。 

Ｔ６ そういうのって情報の・・・。 

 

Ｔ７ どうして？ 

T８ こっちに関連する人？ 

Ｔ９ ほかに。 

 

Ｔ１０ ほかの人、何を比べられるんでしょうね。 Ｂさんいい

こといってくれた。 たとえば？ 

 

Ｔ１１ どんなニーズ？ 

 

Ｔ１２ 遠隔通信システムイメージできる。 

Ｔ１３ これ以外であるひと？ 

 

 

 

 

Ｔ１４ もしもってどんな時？ 

 

 

Ｃ１ はじめます。 

Ｃ全 はい。 

 

Ｃ２ 医師不足が解消される。 

Ｃ３ その人の情報がわかる。 

Ｃ４ アレルギーとか。 

Ｃ５ 緊急時にすぐ対応できる。 

Ｃ６ 人が倒れた時。 

Ｃ７ A さんと似ていて人が倒れた時に一度にたくさんの人が情

報が見れる。 

（Ｃ共有） 

Ｃ８ より安全に患者を救える。 

Ｃ９ 最先端の技術だから。 

Ｃ１０ チームで見ることができるので安心することができる。

Ｃ１１ 前と今でくらべられる。 

 

Ｃ１２ 前どんな薬を使ったのか。 

    どんな症状だったのか。 

Ｃ１３ 患者のニーズにこたえられる。 

Ｃ１４ 島根県の医師不足だから大きい病院と遠隔通信システムで対

応している。 

 

Ｃ１５ より適切で正しい治療が受けられる。 

Ｃ１６ 県内のいつでもどこでも。 

Ｃ１７ 効率的な医療ができる。 

Ｃ１８ 目で確認できる。 

Ｃ１９ もしもの時にこたえられる。 

Ｃ２０ 頭が痛くなって運ばれてきても意識がない時もカードがあれば

対応できる。 

Ｃ２１ ネットワークを通じて患者さんにアドバイスができる。

資料１０ 活用している児童の発言 

(１０時間目) 

Ｃ 緊急時にすぐ対応できる。→情報の即時性を活

用 

Ｃ 患者のニーズにこたえられる。→情報の管理共

有を活用 

Ｃ ネットワークを通じて患者さんにアドバイスで

きる。→情報の双方向性を活用 

(１２時間目) 

・図書館ネットワークの資料を見て 

Ｃ ネットワークがあることでどこに何があるかす

ぐわかる。医療ネットワークのすぐに対応でき

ることと似ている。←情報の即時性を活用 

・防災ネットワークの資料を見て 

Ｃ 医療ネットワークのように、連携していること

で安心安全をうみだしている。←情報の共有を

活用

資料１１ 事実を引き出す教師の問い
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このように児童に習得した知識を活用させ、クラス全体で事実の共有を図り、まとめの記述につな

がるようにした。また、活用させたい知識が明確なので、教師の発問が短い言葉で行われた。その結

果、授業自体にもテンポが生まれた。また、言葉で説明させるのが難しいようなものに関しては、(特

に映像資料を見せたようなものに関しては)「イメージできる？」と投げ返し、共有を図っていった。 

 ②まとめの記述をする際のポイント 

 問題解決の過程を自分の言葉で説明するためには、学習問題に正対してわかったことと思考の過程

を表現する必要がある。本検証授業では、学習問題に正対するために、医療ネットワークが作られた

経緯には、医師不足という日本の社会の現状があるということには必ず触れるように指示を出した。

『Ｔ２６神奈川県も医師不足なんだよね (まとめを書く際は)原因を踏まえて書いてみてください 。

原因をふまえながらどんなメリットがあるのか。もう一回いうよ。原因は必ず踏まえて、どんなメリ

ットがあるか書いてください。』こうした指示のもと、児童は原因の部分は共通して書くことができた。

原因を明らかにしたうえで、具体的な事実を関連付けてまとめを記述した。さらに、児童それぞれが、

自分なりのわかり方で具体的事実を関連付け、医療ネットワークの長所をまとめることができた。ま

とめの記述(資料１２)を分析すると、どの児童も医師不足という点は押さえている。しかし、その後

の具体的な事実との結びつきはそれぞれ異なっている。Ｃ３０の児童は、遠隔地や情報の共有から迅

速な対応という長所を関連付けている。Ｃ３１の児童は、専門家との連携、チーム医療から安全に対

応という長所に、Ｃ３２の児童は、山間地からもしもの時の備え、安心につなげている。今回のまと

めの記述を通して、わかり方の違いを認めながらも、社会の仕組みに目を向けられる児童を育成する

ことができたといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、書き表すべき内容を示すことで、児童の思考を限定してしまう懸念がある。文頭や文末を

示してまとめを書かせたり、キーワードを示してまとめを書かせたりする支援は、学年初めの時期に

は有効であるが、可能な限り減らしていった方がよいことが話し合われた。 

社会的事象の関係性を自分の言葉で説明できることが「わかる」ことである。また、事実からとら

えられる意味や意義を解釈したり、事実と事実の関連や特色を説明したりするときに思考力・判断力・

表現力等が育成されることも、ここまでの研究で明らかになった。つまり、思考力・判断力・表現力

等を育成するためには、事実を大切にして、自分の言葉で解釈したり説明したりする活動が必要であ

る。そのためには、①習得すべき知識を明確にして事実をしっかりととらえさせる②読み取りや解釈、

説明のための場の設定と時間を保障する③つなぎ言葉などを活用して社会的事象の関係性を示させる、

ことなどが必要であると研究会議で確認された。 

また、まとめを書かせる際には、教師は事前に以下の三点に注意する必要があることが確認された。

第一に、児童が習得した知識を明確にとらえておくと同時に、それを想起させる必要である。想起さ

せるためには、板書や教室の掲示物、ふりかえるための話し合い、個別の指導などが考えられる。第

資料１２ 児童のまとめの記述 

Ｃ３０ 医療ネットワークでつながると遠隔通信システムで離れていても診察ができる。また緊急時にも情報を共有

でき、迅速で適切な対応ができるまた医師不足の解消にもつながる。 

Ｃ３１ 医療ネットワークでつながると医師不足でも専門家の医師につながり病気やアレルギーのことがわかり、緊

急時でもアレルギーや服用する薬のことがわかる。それに患者に対してチーム医療で対し、より安全に救え

る。 

Ｃ３２ 都市から離れた医師不足な山間地でも安全に医療が行える。だから安心できるし、もしもの時にそなえられ

る つまり、医療ネットワークでつながる長所は病院から離れた地域に住む人々のためである。 

(太字が長所 下線部が具体的な事実)
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二に、児童生徒のわかり方は、その興味・関心や経験などに応じて異なっていることを教師が理解す

る必要である。それゆえ、児童生徒全員が同じまとめを記述することを求めていかないことを示して

いる。第三に、児童生徒のわかっている状態は、抽象概念だけで形成されるわけでなく、具体的な事

実と抽象概念を往還しながら社会的事象をとらえていくということである。キーワードだけをつなげ

るようなまとめでは、思考を見取れないばかりか、思考力・判断力・表現力等の育成につながってい

かないといえる。 

こうしたことを念頭に置いて、問題・課題に正対したまとめを記述させ、思考の可視化を図り、そ

の過程を児童生徒自身がとらえられるようにする、それを教師の評価につなげていくことが大切であ

ることが確認された。 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

 研究会議で行われた活動を通して、明らかになった成果を三点示す。 

 第一に、単元を通して理解させるべきものを教師が事前にきちんと把握しておくことの重要性であ

る。教えるべきものを明確にしておくことで、教科書を全て教えなければならないという考えから脱

却できるようになり、効率よく学習をすすめることができる。また、児童生徒に対してどのように知

識を獲得させるかを把握できるので、そのための有効な支援を行いやすくなることにつながる。教師

の事前の分析が、児童生徒の学習の方向性を明確に示し、より確かな「わかる」に近づいていくこと

が明らかになった。 

 第二に、活用を意識した単元構成を行うことの有効性である。児童生徒は、習得した知識を活用す

ることで、多面的・多角的な見方・考え方を身につけ「わかる」が確かなものになっていく。この活

用を図らせるためには、教師が単元全体を見通し、社会的事象の関係性がどのようになっているのか、

問題解決につなげられる有効な活用の場面を設定しているのか、などを吟味した単元構成を工夫する

必要があることが明らかになった。また、社会的事象の根拠や理由、関係性はどのようになっている

のか、そのうちのどの部分を児童生徒に見せるのか、といった社会的事象の見せ方、言い換えれば教

材化も大切な要素であることが再確認された。 

 第三に、教えるべきものを明確にすることと活用を意識した単元構成は、両者を一体的にとらえて

考えていくことで、より効果が生まれることがわかった。活用を図るためには、それまでに習得して

きたものを教師がとらえておかないと、児童生徒に表現させることは難しいからである。また、習得

とは、活用を通して確かなものになっていくと考えられるからである。つまり、教師には単元で学ぶ

べきものを精選する目と単元を構造化して全体像をとらえる目が必要なのである。 

 これらの成果をふまえて実践することで、児童生徒が、社会的事象の意味や意義、特色や相互の関

連をとらえることができ、社会科学習を「わかる」ことにつながることが明らかになった。 

２ 研究の課題 

 研究の課題としては大きく三つあげられる。 

 一つ目は、実社会とのつながりを意識した活用に関わる問題である。今回の学習指導要領社会科の

改訂の趣旨において、よりよい社会の形成に参画する資質や能力の育成が求められている。単元の流

れの中に学習したことを実社会につなげて活用して考えたり表現したりする場を位置付けることで、

社会の姿をより確かにとらえ、持続可能な社会の実現をめざすなど公共的な事柄に自ら参画していく
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資質や能力を育成することにつながると考える。今後は、社会の在り方を考えたり、自らの在り方や

行動の仕方を考えたりするような単元の終わり方を研究し、実践を積み重ねる必要がある。 

二つ目は、活用をどこまで意識するかということである。活用は、より確かな習得につながる活動

である。本来、活用を意図的に仕掛けていくのならそれぞれの校種の社会科の学習内容の全体像をと

らえておくことが望ましい。本研究会議は、小学校・中学校合同で行われている。そこでは、小学校・

中学校での社会科の全体像を把握しておくことも必要であると話し合われた。しかし、多忙を感じて

いる教師にそこまで望むのは現実的ではない。少なくとも、担当学年の社会科の全体像をとらえ、ど

こでどの知識が活用されるのかを分析する必要がある。この点は、研究の余地がある。 

 三つ目として、言語活動の充実で求められている思考力・判断力・表現力等の育成は各教科等で連

携して取り組んでいく必要があるということである。社会科では、読み取り・解釈・説明・論述とい

った活動が求められている。社会科の時間の中で、活動の場面を設定し、その活動に対する支援を行

うことはできる。一方、こうした活動を支える力は、社会科の時間だけでなく、学校教育全体の中で

育てていく必要がある。このことを教師が理解しておき、各教科等で連携した研究の必要がある。 

  

最後に、研究を進めるにあたり、ご支援、ご助言くださいました講師の先生、また校長先生を始め

学校教職員の皆様に心より感謝し厚くお礼申し上げます。 
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