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平成 24 年度に、副読本「かわさき」の全面改訂版が発行される。新学習指導要領では、現行学習

指導要領に引き続き「生きる力」の育成が求められており、社会科では問題解決的な学習の一層の充

実が求められている。しかし、日々の授業では問題解決的な学習が充実していないことが予想される。

そのため、問題解決的な学習に対応した副読本の編集を考えていく必要がある。 
子どもたちの能力の育成と、教師にとっての活用しやすさの両面から考え、副読本全体を問題解決

的な学習過程に沿ったページ（問題解決的なページ）、問題解決的な学習を補助するページ、問題解

決的な場面で役立つページの３つで構成した。さらに、問題解決的な学習過程に沿ったページ（問題

解決的なページ）を、「問題を見つけるページ」「調べたり考えたりするページ」「学習したことをま

とめるページ」の３つで構成した。問題発見の資料と問題解決の資料を別のページに分けて載せるこ

とで、子どもたちの思考力等を育てられると考えた。 

「問題解決的なページ」試案を活用した授業では、おおむね掲載した資料によって、子どもたちに

問題意識が生まれたり、問題を解決したりすることができた。副読本を活用して問題解決的な学習を

展開する際に、資料を提示するタイミングや教師の投げかけを工夫したり、見学や体験活動を学習過

程の中に組み込んだりすることで、より効果的に学習を展開することができると考える。 
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Ⅰ 主題設定の理由 

 小学校第３学年に配付され、主に社会科の学習で活用されている副読本「かわさき」は、平成 24

年度に全面改訂版が発行される。では、次期副読本をどのような副読本に編集したらよいのだろうか。 
副読本「かわさき」は、小学校学習指導要領（以後、本報告書の学習指導要領は小学校のものを指

す）の改訂に伴いその内容を反映させてきた。今回の副読本の全面改訂においても、平成 23年度より

全面実施される新学習指導要領社会科の内容を反映させて編集することが必須である。新学習指導要

領では、現行学習指導要領に引き続き「生きる力」の育成が求められており、そのことは新学習指導

要領の総則の「教育課程編成の一般方針」に明記されている 1

 では、実際の授業場面では、問題解決的な学習はどの程度行われているのだろうか。市内で公開さ

れてきた社会科の授業研究会等の授業では、問題解決的な学習を通して子どもたちが学ぶ姿が見られ

る。公開されていない日々の授業ではどうだろうか。教師が問題解決的な学習を展開しているか、し

ていないかという大規模な調査は行われていないが、現状を垣間見ることのできる調査がある。2005

年に横浜国立大学大学院教育学研究科社会系教育専攻の金子和哉

)。社会科（以後、本報告書の社会科は

小学校の教科を指す）では、「生きる力」をはぐくむ一手段として、作業的、体験的な学習や問題解決

的な学習を一層充実させることが「改善の具体的事項」の中で示された。副読本の編集においても、

問題解決的な学習の充実が求められていると考える。 

2

次期副読本を編集する際、日々の授業に役立つ資料が掲載されているものにしなければならない。

さらに、教師が問題解決的な学習を展開することで、子どもたちに知識・技能が身につき、思考力・

判断力・表現力等が育っていくその支えとなるような副読本である必要がある。そのためには、副読

本をどのように編集すればよいのだろうか、またどのように活用していくことが望ましいのかを追究

したいと考え、研究主題・副主題を以下のように設定した。 

)は、川崎市立小学校の教諭 234 人

を対象に、社会科の授業に関する調査を行

っている。その調査結果（表１）から考察

すると、回答した多くの教師が写真や文章、

具体物等の資料の重要性を認識し、その充

実が社会科の授業の良し悪しにつながると

考えていることがわかる。それにもかかわ

らず、十分に資料が準備できていないとい

う実態もうかがえる。このように調査結果

から考えると、日々の授業の中で問題解決

的な学習が充実していないことが予想される。 

 

 

 

                                                   
1)  「生きる力をはぐくむことを目指し、創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で、基礎的・基本的な知

識及び技能を確実に習得させ、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、表現力その他の能

力をはぐくむとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性を生かす教育の充実に努めなければならない。」

としている。 
2)  金子和哉「小学校社会科における「調べ、考える社会科」の授業課題と改善―川崎市の教育実践を事例に―」川

崎市立日吉小学校（現土橋小学校） 2006年 pp.28-33 

副読本「かわさき」の作成と活用に関する研究 

― 問題解決的な学習の中で活用しやすい副読本をめざして ― 

表１ 社会科の授業に対する教師の意識調査結果（金子教諭による調査） 

今後さらに充実した社会科の授業を展開するためには何が必要か 

・子どもが理解できる文章資料や教具(具体物)     (62.3%) 

・各単元に適した写真やビデオなどの映像資料     (58.7%) 

社会科の授業を展開したときに、うまくいったと思うときは 

・子どもの興味、関心が高まる資料があったとき       (70.9%) 

問題解決的な学習がうまくいかない理由はどこにあるのか 

・関心、意欲が高まる教材が見つからないため        (50.0%) 

教材を準備するのに時間がかかる教科か 

・そう思う                    (41.3%) 

・ややそう思う                  (42.5%) 
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Ⅱ 研究の内容 

1 研究の方法 
（１）現行副読本の分析 

現行副読本の特徴を分析し、問題解決的な学習を展開する上で課題となる部分を明らかにする。 
（２）次期副読本の編集方針の検討 

 新学習指導要領と関連する内容を反映するとともに、現行副読本の課題となる部分を改善して、編

集方針を明確にする。 
（３）「問題解決的なページ」試案の作成 

 問題解決的な学習過程に沿ったページ（問題解決的なページ）をどのように構成するかを検討し、

試案を作成する。 
（４）「問題解決的なページ」試案を使った授業の実施と考察 

 「問題解決的なページ」試案を使った授業を行い、資料の有効性や課題を明らかにする。 
 

２ 現行副読本の分析 
次期副読本をどのように改訂するか考える前に、現行副読本がどのような特徴をもった本であるか

明確にしておく必要がある。そして、問題解決的な学習を展開する上で課題となる点は何かを明らか

にし、改善していく必要があると考える。 

（１）現行副読本の特徴 

 中川通彦は、子どもたちの「問題を発見する力」や「資料を活用する力」、「考える力」を育成する

ために、「内容解説型の副読本から脱却し、調べて考えることのできる副読本の編集が望まれる。」3

 

)

としている。現行副読本には、問題解決的な学習への対応を意図した編集が見受けられ、それが副読

本の特徴となっている。それに伴い、紙面構成には様々な工夫がみられる。次期副読本の編集におい

ても、以下のような工夫を取り入れて編集していきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3)  中川通彦他「郷土資料の作成と活用に関する研究 研究紀要第 15号」 2001年 p.168 

図１ 現行副読本の特徴 

「○○の人の話」

を入れて、人の姿

から学べるよう

にしている。 

キャラクターが、

資料を見る視点

を示したり、補足

説明をしたりし

ている。 

A4 版とすることで、

資料を大きく載せられ

るようにしている。 

説明の文章をな

るべく短くし、

写真や図から考

えられるように

している。 

見開きで１つの

トピックを取り

上げている。 

航空写真を数多

く 掲 載 し て い

る。 

追究してほしいこと

を、学習問題例とし

て載せている。 
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（２）問題解決的な学習を展開する上での現行副読本の課題 

副読本を使って問題解決的な学習を展開する上での課題は何であろうか。現行副読本の 162、163

ページ（図２）を例にとってみたい。見開きで示された２枚の航空写真を比較することで、子どもた

ちが「どうやって汚れている空気をきれいにしたのか」や「なぜ昔は空気がこんなに汚れていたのか」

等といった問題意識をもてるよう構成されている。しかし、実際の授業場面では２つの写真の読み取

りによって、子どもたちの中に生まれようとする問題意識が、同ページの文章資料で容易に解決して

しまうことが考えられる。下の文章資料を覆い隠すなどして、すぐに解決しないようにする手立ても

考えられるが、問題発見の資料と解決のための資料が別のページに載っている方が、子どもにも教師

にも使いやすいのではないかと考えた。この課題については、「問題解決的なページ」で改善していき

たいと考える。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 次期副読本の基本構想 

（１）編集方針 

 副読本「かわさき」は、主に川崎の現在の姿やたどってきた歴史、川崎市としての取組を載せてき

た。その範囲は多岐にわたり、川崎の姿のごく一部を掲載しているに過ぎない。そこで問題となるの

が、川崎の姿のどこを切り取り、どこを載せていくかということである。今回の改訂においては、ま

ず副読本「かわさき」を小学校の学習、特に社会科における教材としてとらえた。そのとらえをベー

スに、全体の構成や取り上げる内容を考えた。取り上げる事例や内容を考えるにあたっては、市内で

公開されてきた社会科の授業研究会の実践や、昨年度社会科の全国発表を行った橘小学校の実践等を

参考にした。また、編集に際しては正確さや公正さを心がけ、多くの人が安心して使用できるように

したいと考えた。 

〈その他の特徴〉 

・区のイラストマップによって、土地利用の概要やどのような施設があるのかイメージできるように

している。 

・区の土地利用図を入れて、土地利用の概要がわかるようにしている。 

・歴史的な内容を「川崎歴史新聞」として構成することで、親しみやすく読めるようにしている。 

・戦争と平和や環境問題についての内容を充実させている。 

・博物館等の施設の情報を載せ、子どもが主体的に調べられるようにしている。 

図２ 現行副読本の課題 

問題意識をもてるよう

にするための資料が載

せられている。 

問題解決を図るための

資料が載せられている。 

問題発見と問題解決

の資料が同じページ

にあると、問題意識

が生まれにくい。 
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（２）構成の見直し 

①全体の構成 

 全体の構成については、基本的に現行副読本を踏襲しながらも、学習指導要領の改訂に伴い章立て

を見直し、「地理」「産業」「情報」「歴史」「くらしと文化」「未来に向かって」とした。新学習指導要

領では、現行の「通信などの産業に従事している人々の工夫や努力」から「情報化した社会の様子と

国民生活とのかかわり」に指導する内容が改訂されている。それに伴い、新たに「情報とわたしたち

のくらし」として、情報に関する内容を「産業」の章から独立させた。 

②問題解決的な学習に対応した３つの活用の仕方 

本研究の副主題である「問題解決的な学習の中で活用しやすい副読本」とはどのようなものか。そ

れは、子どもたちの能力の育成と教師の活用という両面から考える必要がある。子どもたちにとって

は、副読本を活用することを通して、問題を見つけたり解決したりする力や資料を活用する力が育つ

ものであることが望ましいと考える。また、教師に

とっては、日々の社会科の授業で使える資料が、単

元の流れに沿う形で載せられているものが望ましい

と考える。しかし、社会科の単元の流れに合わせて

資料を載せるだけでは、子どもたちが必要な資料を

選択する力は育ちにくい。そこで、子どもたちの能

力の育成と教師の活用を両立させることを考え、ペ

ージの役割を明確にし、全体を以下の３つの活用の

仕方に分けて編集した。なお、この３種類の活用の

仕方を、ページ上のインデックスで見分けられるよ

うにした。 

ア）問題を見つけて、調べたり考えたりしよう 

【問題解決的な学習過程に沿ったページ（問題解決的なページ）】 

 学習問題づくりから問題解決まで行えるよう、問題解決的な学習過程に沿って使えるように編集し、

「問題を見つけるページ」（問題意識を生み出す資料を載せたページ）、「調べたり考えたりするページ」

（問題解決につながる資料を載せたページ）、「学習したことをまとめるページ」（単元のまとめをする

教材としての副読本「かわさき」 

○新学習指導要領で新設された内容の充実 

 ・情報化した社会の様子 

 

○資料の充実 

 ・資料の増加や質の向上 

 

○最新の川崎の取組や姿を 

 ・地球温暖化への取組 

 ・武蔵小杉駅周辺の開発 など 

 

○歴史に関する内容の再確認 

 ・「川崎歴史新聞」の内容や表現の見直し 

①全体の構成 

・「情報」を新たに章立て 

 

②問題解決的な学習に対応した 

３つの活用の仕方 

 ア）問題を見つけて、調べたり考えたりしよう 

   ・問題を見つけるページ 
   ・調べたり考えたりするページ 
   ・学習したことをまとめるページ 
 イ）資料を選んで、学習に生かそう 

 ウ）資料を見つけて、くわしく調べよう 

図３ 次期副読本改訂の全体像 

構 成 内 容 

図４ ページ上のインデックス 
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資料を載せたページ）の３つで構成した。これらのページを活用することで、子どもたちの問題を発

見する力や資料をもとに問題を解決していく力を伸ばしたいと考えた。また、教師にとって問題解決

的な学習過程がどのようなものかをイメージできるようにしたいと考え、第７章「小泉次大夫 用水

を開く」と第８章１項「環境にやさしい社会をめざして」については、このような構成で編集した。

内容の詳細については、「（４）問題解決的なページについて」の項で後述する。 

イ）資料を選んで、学習に生かそう【問題解決的な学習を補助するページ】 

 問題解決的な学習を補助するように編集した。このページには、社会科の学習に関連する資料を載

せている。このページを活用することで、子どもたちが問題解決に必要な資料を選択する力を伸ばし

たいと考えた。また、教師には、社会科の単元の中で必要な資料を選択して活用してほしいと考えた。

第１章「空から見た川崎市の様子」や第２章「わたしたちの住む川崎市」、第３章２項「川崎市の工業」、

第４章「情報とわたしたちのくらし」、第６章「今に残る昔のくらし」、第８章３項「私たちの願いが

かなうまち」をこのような構成にした。 

ウ）資料を見つけて、くわしく調べよう【問題解決的な場面で役立つページ】 

 問題解決的な場面で役立つように編集した。このページには、川崎市の取組や川崎の歴史といった、

川崎を知る上で必要な資料を載せており、直接社会科の学習に関連しないような内容も含まれている。

このページは、社会科だけでなく自由研究や総合的な学習の時間も含めた活用を想定して作成した。

子どもたちが自分の問題意識に応じて調べたいときに活用することで、問題解決に必要な資料を収集

したり選択したりする力を伸ばしたいと考えた。また、教師には、授業のねらいに応じて資料を選択

して活用してほしいと考えた。第５章「歴史のなぞを探ろう」や第８章「未来に向かって」の一部を

このような構成にした。 

表２ 問題解決的な学習に対応した３つの活用の仕方 

構成 ねらい 該当する章・項 教師にとって 子どもたちにとって 

ア）問題を見

つけて、調べ

たり考えたり

しよう 

問題解決的な

学習過程に沿

ったページ 

・第７章「小泉次大夫 用水を開く」 

・第８章１項 

「環境にやさしい社会をめざして」 

 

・問題解決的な学習過

程に沿って使用でき

る。 

・単元を通して資料を

活用できる。 

・問題を発見する力や

問題を解決する力が育

つ。 

・資料を読み取る力が

育つ。 

イ）資料を選

んで、学習に

生かそう 

 

問題解決的な

学習を補助す

るページ 

 

 

 

 

・第１章「空から見た川崎市の様子」 

・第２章「わたしたちの住む川崎 

・第３章２項「川崎市の工業」 

・第４章「情報とわたしたちのくらし」 

・第６章「今に残る昔のくらし」 

・第８章３項 

「私たちの願いがかなうまち」 

・問題解決的な学習の

中で役立つ。 

・単元の中で必要な資

料を選択して活用で

きる。 

・問題解決に必要な資

料を選択する力が育

つ。 

・資料を読み取る力が

育つ。 

ウ）資料を見

つけて、くわ

しく調べよう 

問題解決的な

場面で役立つ

ページ 

・第５章「歴史のなぞを探ろう」 

・第８章「未来に向かって」 

 

・授業のねらいに応じ

て資料を選択して活

用できる。 

・問題解決に必要な資

料を収集したり選択し

たりする力が育つ。 

 

（３）内容の充実 

①新学習指導要領で新設された内容との関連 

 学習指導要領の改訂に伴い、新設された内容のうち教材となりうる地域素材を取り上げ関連を図り、

内容を充実させた。具体的には、第５学年の「情報化した社会の様子」の学習において、川崎市によ

る災害情報の発信の取組や図書館ネットワークにより公共サービスの向上に努めている事例を載せる

こととした。 
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②資料の充実 

 資料の充実については、次の二つのことを行った。一つは、授業で使う頻度の高いことが予想され

る内容について掲載する資料を増やした。具体的には、主に第４学年で扱われる「先人の働きや苦心」

と第５学年の「工業」、「公害の防止」の単元に関わる内容である。「先人の働きや苦心」の具体的事例

である小泉次大夫の働きを、第７章「小泉次大夫 用水を開く」として取り上げた。昨年度の副読本

「かわさき」編集執筆者会議における検証授業では、用水工事の工程表や堰の役目等の二ヶ領用水に

かかわる資料の不足が指摘されている。単元の中で必要な資料を吟味し、資料の充実を図りたいと考

えた。 

また、第３章２項「川崎市の工業」では製鉄業を中心に取り上げ、資料の充実を図った。製鉄業を

中心に取り上げた根拠としては、製鉄が川崎の工業を支えてきたものであり、今日の日本の工業の姿

も映し出している事例として適切だと考えたからである。また、第８章１項「環境にやさしいまちを

めざして」では、取り上げる事例を「大気の汚染」にしぼり、関連する資料を増やした。 

もう一つは、資料の質を向上させたことである。具体的には、主に第３学年で扱われる「川崎市の

様子」の単元にかかわる内容である。第２章「わたしたちの住むまち 川崎市」では、地形や社会的

な条件との関わりから土地利用の特徴をとらえやすい事例を取り上げた。また、各区の土地利用図だ

けでなく市の土地利用図も載せ、市全体の土地利用の様子がわかるようにした。今回の改訂に伴い、

土地利用図や地形図の精度も上げた。 

③最新の川崎の取組や姿を 

 現行副読本では、共に生きる社会をめざすという視点で川崎市の取組を紹介している。次期副読本

でもその視点を継承しながら、今日的な課題に対応する姿を載せたいと考えた。第８章１項「環境に

やさしいまちをめざして」では、地球規模で問題となっている温暖化の問題に対する市の取組を載せ、

環境問題について考えられるようにした。 

また、現行副読本が発行された時と比べ、川崎市の様子も日々変化を遂げている。例えば、開発が

進められているＪＲ武蔵小杉駅周辺の様子や、製造中心の工業から研究開発を重視した工業へと産業

構造が変わってきていることなどが挙げられる。子どもたちが今の川崎の姿を正しく理解できるよう、

副読本の中でしっかりと取り上げていく必要がある。 

④歴史的に関する内容の見直し 

 現行副読本では、川崎の歴史に関する内容を「川崎歴史新聞」として構成している。次期副読本で

もこの内容を取り入れ、子どもたちに親しみやすい形で川崎の歴史に興味をもってもらいたいと考え

た。そのためにも、内容に誤りがないか表現の仕方は適切か等を見直し、次期副読本に載せていきた

い。 

表３ 新学習指導要領と関連する内容 

副読本の内容 新学習指導要領との関連 

 第１章  空から見た 川崎市 

 

〔第３学年及び第４学年〕 市の様子 

県における自分たちの市の地理的位置 

 第２章  わたしたちの住むまち 川崎市 〔第３学年及び第４学年〕 市の様子 

 第３章  川崎市の産業 

 

〔第５学年〕       工業生産に従事している人々の工夫や努力 

工業を支える貿易や運輸の働き 

 第４章  情報と私たちのくらし 〔第５学年〕       情報化した社会の様子と国民生活とのかかわり 

 第５章  歴史のなぞを探ろう  

第６章  今に残る昔のくらし 

 

〔第３学年及び第４学年〕 昔の暮らしの様子 

地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事 

第７章  小泉次大夫 用水を開く 〔第３学年及び第４学年〕 地域の発展に尽くした先人の具体的事例 

第８章  未来に向かって 〔第５学年〕       公害の防止 

〔第６学年〕       地方公共団体の働き 
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（４）「問題解決的なページ」について 

①「問題解決的なページ」の全体構成 
社会科では従来から問題解決的な学習が重視されており、子どもが自ら問題を見つけ、自ら考える

ことによって問題を追究、解決していく学習過程が大切にされている。そこで、問題解決的な学習過

程を、問題を発見する場面、問題を追究・解決する場面、学習したことをまとめる場面の３つの場面

ととらえ、ページ構成に反映していきたいと考えた。前述の「問題解決的な学習を展開する上での現

行副読本の課題」の中で、子どもたちの中に生まれようとする問題意識が、同じページの資料を見る

ことによって、十分な思考を伴わずに解決してしまう点を指摘した。そこで「問題を見つけるページ」

「調べたり考えたりするページ」「学習したことをまとめるページ」として、３つの場面をそれぞれ別

のページに表すことで、課題を解消したいと考えた。また、「問題を見つけるページ」と「調べたり考

えたりするページ」を交互に連続するように構成することで、子どもたちが問題意識を常にもち続け

ることができるように配慮した。「学習したことをまとめるページ」では、単元の終末のまとめとして、

今まで学習してきたことを自分の言葉で再構成できるようなページを設定した。 
 
 

 
 
 
 
 
②各ページのねらいと構想 

《問題を見つけるページの構想》 

 北俊夫は、「何の前提となる情報（資料）のないところからは、教師主導型の学習問題は与えられて

も、子どもたちが本当に「やる気」を起こすような学習問題は生まれてこない。」4)と述べ、子どもた

ちが学習問題をつくるために、観察や資料活用などの活動を通した具体的な事実や体験が重要である

ことを説いている。そして、子どもが問題意識をもつ要因を大きく３つの類型 5

「問題を見つけるページ」では、

資料から読み取れる事実や子ども

たちの学習や生活経験で得た知識

と、ズレを生み出す資料を載せる

ことで、問題意識を生み出すこと

)に分類している。北

俊夫のこの考えを生かすことで、

副読本を使って子どもたちの問題

意識を生み出すページ構成ができ

ないかを考えた。 

                                                   
4) 北俊夫『社会科学習問題づくりのアイデア』明治図書 2009年 p.38 
5) ・Ａタイプ…教材と教材との関係から 

・Ｂタイプ…子どもと教材との関係から 

・Ｃタイプ…子どもと子どもの関係から 
「関係」とは両者の間の、矛盾（ズレ）、対立、不明瞭、意外性などの関係である。また、「子ども」とは、子どもの既

有の知識や経験、学習を通して形成されてきた意識や考え方、解釈などをさす。 

問題を見つける

ページ① 

 

 

２ 

問題を見つける

ページ① 

 

 

１ 

 

調べたり考えた

りするページ① 

 

 

３ 

問題を見つける

ページ② 

 

 

４ 

学習したことを

まとめるページ 

 

 

６ 

調べたり考えた

りするページ② 

 

 

５ 

 
図５ 「問題解決的なページ」の構成 

図６ 問題意識を生み出す資料 

「資料と資料」「子どもと資料」の関係から問題意識を高める 

資料 B から読み取れる事実 

資料 A から読み取れる事実 

矛盾、対立、 

不明瞭、意外性な

ど 

学習や生活経験で得た知識 ズレ 
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ができないかと考えた。複数の資料の読み取りからズレを生み出すことで、子どもたちに問題発見す

る力をつけたいと考えた。 
「問題解決的なページ」試案の６ページには、①農民たちが３ヶ月おきに用水の工事をしているこ

とを示す資料、②農民の１年の仕事を示す資料、③小泉次大夫が１年中働いていることを示す資料の

３つを載せた。①を読み取ると、農民たちが二ヶ領用水をおよそ３ヶ月おきに工事していったことが

わかる。そして、②は①と関連付けて農民たちが農作業を行いながら用水を工事していたことを読み

取るための補助資料である。③は次大夫が、ほぼ一年中働いていたことを読み取る資料である。この

①と③の資料を比較することで、子どもたちが「農民たちは３ヶ月おきに働いているのに、なぜ次大

夫は１年中働き続けているのか」や「次大夫は１年中どんな仕事をしていたのか」といった問題意識

をもつと考えた。 
《調べたり考えたりするページの構想》 

 「調べたり考えたりするページ」

では、「問題を見つけるページ」で設

定した学習問題の解決につながる資

料を載せた。しかし、この場合の資

料とは、単に学習問題に対して答え

合わせをするような資料ではなく、

思考を伴う資料である必要がある。

思考力、判断力、表現力等を育てる

観点からも、複数の資料から読み取

ったことを比較したり、関連付けた

り、総合したりしながら問題解決につながるように、資料を掲載していくことが望ましいと考える。 
 試案の３ページには、「なぜ二ヶ領用水がつくられたのか」という学習問題の解決につながる資料を

掲載した。そして、４つの資料を読み取り、それらを関連付けることで、二ヶ領用水がつくられた理

由を考えられるようにした。４つの資料とは、①当時の農民たちが年貢を納めて生活していたことを

読み取る資料、②農民たちが水に困り土地が荒れ果てていることを読み取る資料、③多摩川の周辺に

住む農民たちが「暴れ川」である多摩川に悩まされていたことがわかるようにする資料、④次大夫が

用水工事を願い出た資料である。それらを関連付け「年貢を納めなければならない農民たちが、日照

りや多摩川の氾濫によって十分に米が作れず、その暮らしぶりを見た小泉次大夫が徳川家康の命を受

け、農民とともに二ヶ領用水をつくった」という理由を考えることができるようにした。 
《学習したことをまとめるページの構想》 

 新学習指導要領では、社会科においても

言語活動の充実を図ることが求められてい

る。副読本の活用を通しても、言語活動を

充実させることができないかを考えた。1

時間ごとに学習してきた知識を、単元の終

わりに自分の言葉で再構成することで、意

味づけられた知識として身につけることが

できるのではないかと考える。そこで、「学

習したことをまとめるページ」では、単元

資料と資料を関連付けて問題解決を図る 

比較する・関連付ける・総合する 

新たな解釈 

資料Ａから読み取れる事実 資料Ｂから読み取れる事実 

図７ 関連付けて解決する資料 

図８ 学習してきたことを振り返る資料 

資料をもとに学習してきたことを再構成する 

再構成された知識 

１時間ごとに 

学習した知識 

学習してきたことを振り返る資料 

１時間ごとに 

学習した知識 
１時間ごとに 

学習した知識 
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で学習してきたことを振り返る資料をもとに、学習してきた知識を再構成できるようにした。 

試案の 12ページには、学習してきたことを振り返る資料として、ボランティアの方々が清掃活動を

したり、水辺を親水化したりしているなど、現在でも大切にされている姿や様子がわかる写真を載せ

た。子どもたちがこのページを活用するまでに、二ヶ領用水が次大夫たちの苦心と努力によって開削

され、川崎を潤したことを学んでいる。そこで、現在も二ヶ領用水が大切にされている理由を考え、

次大夫たちの働きによって、地域の人々の生活が向上したことがわかるようにしたいと考えた。 
③取り上げる事例について 

 「問題解決的なページ」試案として取り上げる事例については、次の２事例を選んだ。一つは主に

第４学年の二ヶ領用水を開いた小泉次大夫を中心とする「先人の働きや苦心」の学習、もう一つは第

５学年の川崎の大気汚染を事例とした「公害の防止」の学習である。いずれの事例も、過去の地域の

人々が生活の向上を願って、工夫や努力をした姿が見える事例である。その結果、今日の自分たちの

生活が、先人たちによってつくりだされた歴史の上に成り立っていることがわかる事例でもある。そ

のような川崎の歩みを理解することで、自分たちの住んでいる地域社会に対する誇りや愛情が育つと

考えた。 
④試案を使った授業の実施と考察 

 「問題解決的なページ」試案を、実際に授業で活用することで、子どもたちがどのような学びをす

るのかを観察した。使用したページは、第４学年の「小泉次大夫 用水を開く」である。２校で実施

したが、Ａ小学校では授業者が活用の仕方を示した指導資料に従って授業を行い、Ｂ小学校では授業

者が活用したい資料を試案から選んで授業を行った。Ａ小学校については、見開きの２ページを１組

にし、授業時間ごとに配付をした。 

ア）対象   川崎市立Ａ小学校（麻生区） 第４学年児童 35名 

        川崎市立Ｂ小学校（高津区） 第４学年児童 37名 

 イ）単元名  「小泉次大夫 用水を開く」（先人の働きや苦心の事例） 

 ウ）単元の流れ（７時間扱い、○は時数、   は活用した試案のページ数）【Ａ小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エ）授業を見る視点 

 ページのねらいに沿って、主に以下の視点で試案を使った授業を実施した。また、資料の不備や教

師の提示の仕方等も観察し、今後の編集に生かしていきたいと考えた。 

 

 

1. なぜ二ヶ領用水がつくられたのだろう…①② 

 ・二ヶ領用水の流れを確認する。 

 ・二ヶ領用水がつくられた理由を資料から考える。 

2. 小泉次大夫は、平らなところにどのように水を流したのだろう…③ 

 ・二ヶ領用水が平地を流れていることを調べ、どのように水を流したのか予想する。 

 ・土地の高さや測量の様子を調べる。 

3. なぜ次大夫は一年中働いているのだろう…④ 

 ・農民たちと次大夫の働き方の違いを調べる。 

 ・東京側の用水工事にも携わっていたことを考える。 

4. なぜ交互に用水をつくっていったのだろう…⑤ 

 ・３ヶ月交替で作業をした理由を考える。 

 ・二ヶ領用水と六郷用水の完成をそろえた理由を考える。 

5. 田中休愚はどのように公平に水を分けたのだろう…⑥ 

 ・田中休愚が水争いをどのように解決したか予想する。 

 ・分量樋の工夫について調べる。 

6. なぜ今でも二ヶ領用水は大切にされているのだろう…⑦ 

 ・今でも二ヶ領用水が大切にされていることを調べる。 

 ・大切にされている理由を、次大夫たちの業績から考える。 

問題を見つけるページ P.1・2 

調べたり考えたりするページ P.３ 

問題を見つけるページ P.4 

調べたり考えたりするページ P.5 

問題を見つけるページ P.8 

調べたり考えたりするページ P.9 

問題を見つけるページ P.10 

調べたり考えたりするページ P.11 

学習したことをまとめるページ P.12 

問題を見つけるページ P.6 

調べたり考えたりするページ P.7 
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オ）「問題解決的なページ」試案の成果と課題 

 「問題解決的なページ」試案を使った授業を行うことで、以下のような成果と課題が明らかになっ

た。実際に、子どもたちが資料をどのように読み取るのか、どのような学びをするのかを観察したこ

とで、掲載した資料が有効かどうかわかった。また、文字が読みにくかったり言葉の意味がわかりづ

らかったりしたこと等も明らかになった。以後、授業を見る視点に照らして考察していきたい。 

表４ 「問題解決的なページ」試案の成果と課題 

時 頁 役 割 ページのねらい 成果(○)と課題(△) 

① １ 問題を見つけるページ 二ヶ領用水が、どのような流

れであるかイメージできる

ようにする。 

○３つの写真が二ヶ領用水の流れの写真であるこ

とを、絵図から読み取れた。 

２ 問題を見つけるページ なぜ二ヶ領用水がつくられ

たのか問題意識をもてるよ

うにする。 

○ねらいに沿った問題意識が生まれた。 

△焦点化した問題意識が生まれなかった。 

△「用水」を辞書で引いても意味がわかりづらく、

教師の説明が必要だった。 

② ３ 調べたり考えたりする

ページ 

当時の農民たちの暮らしぶ

りから、次大夫が農民たちと

ともに用水を開削したこと

がわかるようにする。 

○資料を関連付けて読み取れた子どもがいた。 

△「暴れ川」や「年貢」のことと、二ヶ領用水がつ

くられた理由を関連付けて考えていた子どもが

少なかった。 

③ ４ 問題を見つけるページ どのように平らな所に水を

流したのか問題意識をもて

るようにする。 

○土地の高さの図から、用水の水が流れている方向

がわかった。 

△土地の断面図があると平らであることがさらに

わかりやすい。 

５ 調べたり考えたりする

ページ 

自然流下を生かしたり、測量

によって土地の高低を探し

たりしながら、水を流したこ

とをわかるようにする。 

○用水が流れている所は、だんだん土地が低くなっ

ていることを読み取れた。 

△土地の高さがわかりづらい。 

△図や説明からでは、測量が夜に行われる利点がわ

からない。 

④ ６ 問題を見つけるページ なぜ次大夫が１年中働き続

けているのか、問題意識をも

てるようにする。 

○次大夫が１年中どのような仕事をしていたのか

問題意識をもつことができた。 

△「農民の１年の仕事」の資料によって、「農民た

ちが工事と農作業をどのように両立していたか」

という問題意識をもった。 

７ 調べたり考えたりする

ページ 

次大夫が六郷用水の開削に

もかかわっていたことがわ

かるようにする。 

○東京都に六郷用水が流れていることに気づき、次

大夫が六郷用水の開削にもかかわっていたこと

を考えた子どもがいた。 

△「次大夫堀公園」絵図の字が読みづらい。 

⑤ ８ 問題を見つけるページ なぜ３ヶ月交替で作業をし

ているのか問題意識をもて

るようにする。 

○掲載された資料と教師の発問により、問題意識が

生まれた。 

９ 調べたり考えたりする

ページ 

次大夫が両岸の農民の負担

や利益を考え、開削していっ

たことがわかるようにする。 

○用水の完成をそろえたことから、次大夫が両岸の

農民ことを考えていたことが読み取れた。 

△「農民の１年の仕事」がこのページにあると、次

大夫が農民の負担を考えていたことがわかりや

すい。 

⑥ 10 問題を見つけるページ 田中休愚が水を巡る争いを

どのように解決したのか問

題意識をもてるようにする。 

○グラフや絵から、用水の完成によって耕地面積が

増え、米がたくさん取れるようになったことがわ

かった。 

△グラフの単位（町や ha）がわからない。 

○授業を見る視点 

・【問題を見つけるページ】･････････････資料によって、問題意識を生み出すことができたか。 

・【調べたり考えたりするページ】･･･････資料を関連付けて、問題を解決することができたか。 

・【学習したことをまとめるページ】･････資料をもとに、学習したことを自分の言葉で再構成すること

ができたか。 



- 40 - 
 

11 調べたり考えたりする

ページ 

田中休愚が、堀を使った村の

数に応じて分量樋の幅を変

えた工夫がわかるようにす

る。 

○分量樋の幅と堀を使った村の数を関連付けて考

えることができた。 

△分量樋の幅の数値とイラストが合っていない。 

△休愚が行なった用水施設を改修した事実を確か

める資料がなかった。 

⑦ 12 学習したことをまとめ

るページ 

二ヶ領用水によって、地域の

人々の生活が向上したこと

をまとめられるようにする。 

△農業用にはほとんど使われなくなったことを示

す資料がない。 

△写真から、二ヶ領用水が「今も大切にされている」

とは読み取れない。 

 

カ）実際の授業場面と考察 

《問題を見つけるページの考察》 

 

○問題意識を生み出すには、提示のタイミングが大切 

 試案の６ページの資料を活用することで、「なぜ次大夫はほとんど１年中働いているのだろう」とい

う学習問題を立てることができた。ただし、学習問題が成立するまでに多少時間を要した。 

その原因は、３つの資料を同時に提示したことだと考える。このページには、①「農民たちが３ヶ

月おきに用水の工事をしていることを示す資料」、②「農民の１年の仕事を示す資料」、③「次大夫が

１年中働いていることを示す資料」の３つの資料が載せられている。子どもたちは３つの資料を同時

に見ることで、大きく二つの問題意識をもった。一つは①と②から「農民たちが田畑の仕事があるの

に、どのように用水工事をしていたのか」とい

うことと、もう一つは①と③から「次大夫はな

ぜ１年中働いていたのか」ということである。 

このことから次のようなことが言える。問題

意識を生み出すには①と③の資料だけを提示す

ることと、さらに①の資料を読み取り意味を理

解してから③を提示することで問題意識が生ま

れやすかったことである。つまり、農民たちが

３ヶ月おきに作業をしている事実を知った後に、

次大夫が１年中働き続けている事実を知ること

で、共に用水工事にかかわっているはずの両者

の間にズレが生まれやすくなる。 

このように資料を同時に提示するよりも、提

示のタイミングをずらすことで問題意識が生まれやすくなる。副読本の資料を活用するときに、提示

の仕方を工夫する必要があることがわかった。 

 

○教師の発問によって問題意識をもった 

 試案の８ページにある「二ヶ領用水と六郷用水の工事の進め方」の資料を読み取ることで、二ヶ領

用水と六郷用水の工事がおよそ３ヶ月交替で行われていることがわかる。そして、この資料からはも

う一歩踏み込んで、３ヶ月交替で作業をすることに違和感をもたせたいと考えた。まとまった期間で

作業した方が、用水の完成はそれだけ早まることに気づくことで、なぜ３ヶ月交替で作業を行ったか

という問題意識が生まれる。しかし、実際の授業場面では、３ヶ月で作業を交替していることに違和

感を抱かなかった。そこで、教師が「もっと別な工事の進め方はないですか？」と子どもたちに発問

４／７時間目（Ａ小学校）                    問題を見つけるページｐ．６ 

５／７時間目（Ａ小学校）                   問題を見つけるページｐ．８ 

図９ 「問題解決的なページ」試案ｐ．６の資料 

１ 

３ 

２ 
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したことで、半年交代や１年で交代して作業する

ことや、二ヶ領用水が完成してから六郷用水を工

事する方法が意見として出された。そのようなや

り取りの後、「なぜ３ヶ月交替で工事をしたのか」

という学習問題を設定した。今回、教師の発問に

よって、子どもたちはより効率の良い作業の仕方

に目が向いた。 

このように、資料提示後に、資料から見えない

視点を子どもが気づくようにする教師の働きかけ

が必要であり、有効であることがわかる。 

 

《調べたり考えたりするページの考察》 

 

○一つ一つの資料を丁寧に読み取る大切さ 

 試案の３ページは、「なぜ二ヶ領用水をつくったのか」という学習問題の解決につながる資料を載せ、

４つの資料を関連付けて考えられるようにしたページである。実際の授業では、②「農民たちの土地

が荒れ果てていたこと」と④「小泉次大夫が用水工事を願い出て農民とともに開削したこと」を示す

資料を関連付けて考えることができた。しかし、①「当時の農民たちが年貢を納めなければならなか

ったこと」や③「多摩川の氾濫によって両岸の農民たちが困っていたこと」を関連付けて考える子ど

もは少なかった。 

その原因は、①や③の資料が時代背景を示すものであ

り、二ヶ領用水をつくった直接の理由として結びつかな

かったことが考えられる。特に、③の資料は、読み取り

が難しかったことが考えられる。この資料が示すことは、

多摩川が大雨のたびに流路を変えていたということであ

る。しかし、多摩川の両岸に住む農民たちが、大雨が降

るたびに多摩川が流路を変え、田畑が流されて困ってい

たことまでは読み取ることができない。当時の人々の生

活を想像するには、「川の近くに住んでいた農民たちの暮

らしはどのようなものだったのか。」等と発問し、一歩踏

み込んで読み取らせることが必要だったと考える。 

まず資料が示すことを読み取れていなければ、資料を

関連付けて読み取ることはできない。一つ一つの資料が

示すことを丁寧に読み取った後に、４つ資料を総合して考えるようにすることが大切である。 

ただし、これら４つの資料には順序性があり、「①②③の現状があり、だから④をした。」という構

造がある。試案ではこの順序性が十分考慮されていなかったが、今回の授業をもとに、子どもの視線

に沿って資料を配置したり資料に番号を振ったりして、順序性を表現した。 

 

○２つの資料を関連付けて読み取る 

 Ｂ小学校の授業者は、「田中休愚はどのように水争いを解決したのだろう」という学習問題を解決す

２／７時間目（Ａ小学校）                 調べたり考えたりするページｐ．３ 

11／12時間目（Ｂ小学校）                 調べたり考えたりするページｐ．11 

図 11 子どもの視線を考慮した紙面構成 

 

① 
年貢を納め

ていたこと 

（説明文） 

② 
土地が荒れ果

てていたこと 

（絵） 

③ 
多摩川の氾濫

に悩まされて

いたこと 

（図） 

④ 
次大夫が

願い出た

こと 

（説明文） 

（子どもの視線）左から右へ 

（
子
ど
も
の
視
線
）
上
か
ら
下
へ 

図 10 「問題解決的なページ」試案ｐ．８の資料 



- 42 - 
 

るために「分量樋の仕組み」を表した図と「それぞれの堀を使った村」の図を提示した。「幅の広い川

崎掘りは多くの村が使っている」といった発言から考えると、子どもたちは分量樋の幅の違いとそれ

ぞれの堀を使っている村々の数に相関があることに気づくことができた。ただし、分量樋の幅の数値

とイラストが合っていないことは、今後修正する必要がある。 

 

《学習したことをまとめるページの考察》 

 

○学習してきたことを振り返る資料で再構成する 

授業者は、子どもたちの発言から「二ヶ領用水は今ではあまり使われなくなったのに、どうして今

でも大切にされているのだろう」という学習問題を設定した。その学習問題について、ほとんどの子

どもたちは「12 年もかけて（苦労して）つくった二ヶ領用水を壊したらもったいない。（苦労が無駄

になる。）」といった考えをもった。 

このページのねらいは、次大夫や農民たちの働きや苦心に

よって人々の生活が向上したことを、自分の言葉でまとめた

り、伝え合ったりすることができるようにすることである。

次大夫や農民たちの苦心を大切にしているが、彼らの働きや

苦心のおかげで人々の生活が向上したことに触れているもの

は少なかった。学習問題に対する自分の考えを書く前に、用

水ができる前後の農民たちの思いを想起させることで、農民

たちの生活が向上したことに目が向いたのではないだろうか。 

そのためには、このページに学習してきたことを振り返る

資料が不十分だったのではないかと考えている。また、今で

も二ヶ領用水が大切にされている理由を考えるよりも、橋の

レリーフにある「川崎の育ての親 二ヶ領用水」という言葉

の意味を考えることで、次大夫らの働きによって川崎の人々

の生活が向上したことを考えられるのではないだろうか。以

上のことを踏まえて、このページを構成し直した。 

 

 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 今回の研究で見えてきたこと 

 「問題解決的なページ」試案を実際に授業で活用することで、子どもたちがどのような学びをする

のかを観察した。試案の資料を使うことで、おおむね問題意識が生まれたり問題の解決を図ったりす

ることができた。単元の流れに沿って学習に必要な資料を載せているため、基本的に試案に載せられ

た資料だけで学習を進めることができ、授業を展開する上での資料不足の問題を解消することができ

たと考えている。加えて、子どもの思考が伴わずに問題解決してしまうという課題についても、問題

発見と問題追究の資料を別のページに載せることで改善が図られた。 

また、問題解決的な学習の中で副読本を活用する際、次のようなことに配慮すると、より効果的に

活用できることも明らかになった。 

 

７／７時間目（Ａ小学校）                学習したことをまとめるページｐ．12 

図 12 構成し直したページ 

 

 

 

学習したてきたことを

振り返る資料の見直し 
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（１）資料提示の工夫 

  

 

 

 

 「問題解決的なページ」試案を作成した当初は、ページを開きそこに載せられた複数の資料を読み

取ることで、問題意識を生み出したり問題解決したりできることを意図して作成してきた。しかし、

１冊の本である以上、子どもたちは様々なページや資料に目が行ってしまう。そこで、子どもたちに

見せたい資料だけを見せるような工夫が必要となる。見せたいところだけに目が向くように周りを隠

すことも時に必要となる。実際に試案を使った授業では、50インチのテレビに見せたい資料だけを映

し出したり、拡大コピーをして提示したりすることで、子どもたちの視線を一つの資料に集中させる

試みも見られた。ただし、細かいところまで読み取る必要がある資料は、50インチのテレビによる提

示だけでは難しいこともわかった。細部までじっくり読み取ることができるのは手元にある資料であ

り、資料の見せ方を使い分ける必要がある。 

また、「試案を使った授業の実際と考察」で述べたように、１ページに複数の資料があると、一つ一

つの資料を丁寧に読み取らないことが起こり得る。特に「問題を見つけるページ」では、１つの資料

が意味するものをきちんと解釈していないと、ズレを生む資料を見ても問題意識は生まれにくい。資

料と資料のズレから問題意識を生み出すためには、資料の提示の順序を意識したり、資料と資料の提

示の間に時間差をつけたりすることが必要となってくる。 

（２）発問の工夫 

 

 

豊かな内容をもった資料を提示しただけで、子どもが自分の力でそれを読み取れるとは限らない。

時には、資料を読み取れるように視点を示す発問が必要である。Ａ小学校の２時間目のような場面で

は、「暴れ川の近くに住んでいた農民たちの暮らしはどのようなものだったのかな？」等と、思考を焦

点化する発問によって資料の読み取りが深まった。また５時間目には、問題意識が生まれるように思

考を広げる発問によって、子どもたちの思考が活性化される姿が見られた。資料を読み取らせる際に、

思考を焦点化したり広げたりする発問を意識することも大切である。なお、今回の試案を使った授業

をもとに、子どもたちに気づいてほしい視点や教師が発問する際の視点を、キャラクターの吹き出し

によって表現した。 

（３）学習活動の工夫 

 

 

「問題解決的なページ」試案では、このページを活用することでおおむね単元のねらいを達成でき

ることを意図して作成した。しかし、副読本の資料で学習するよりも、見学や体験活動等を通して学

習した方が子どもたちには理解しやすい学習内容がある。例えば、二ヶ領用水を開削した当時の農民

たちの苦心は、実際にもっこ等で土を運ぶ体験をした方が伝わりやすい。Ｂ小学校の実践で見られた

ことだが、「平らな地形にどのように水を流したか」という学習問題を立てる際、「平らな地形」を副

読本の資料でとらえさせるより、立体地図を使った方が子どもには理解がしやすい。また、多摩川の

水を蛇籠で堰き止めて水量を確保したことなど、実験を通した方がその工夫はわかりやすい。Ａ小学

○見せたい資料をしっかり見せる。 

○資料と資料のズレから問題意識を生み出すためには、資料提示の順序を意識したり、資料と資料の

提示の間に時間差をつけたりする。 

○一つ一つの資料を丁寧に読み取れるように、思考を焦点化したり広げたりする発問を工夫する。 

○見学や体験活動等を取り入れることで、より実感的に学習することができる。 
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校は麻生区に位置し、二ヶ領用水が近くに流れていないこともあり、主に副読本の資料で二ヶ領用水

のことを理解していった。しかし、近くに用水が流れているＢ小学校のようなところであれば、見学

を通して用水の現在の様子を実感的にとらえることができる。このように、副読本を使いながら見学

や体験活動等を取り入れていくことで、より実感的に学習することができる。 

 

２ 今後の課題 

  

 

 

今回、発行する前の副読本を使って授業を行ったのは、200ページ近い総ページ数のうち 10ページ

程度であり、検証していないページがほとんどである。今後「副読本かわさき編集執筆者会議」等の

副読本を活用した検証授業を通して、掲載した内容を吟味していく必要がある。そして、検証した成

果を年次改訂にフィードバックし、副読本をよりよいものにしていきたい。 

また、教師に子どもたちの問題意識に根ざした授業をするイメージがないと、学習問題にあたる課

題を教師が提示し、追究意欲に乏しい学びになる可能性がある。同様に、子どもたちが資料を読み取

り、読み取ったことを関連付けながら考えることを、教師の説明によって終えてしまうとすれば、そ

れは子どもたちの考える力を育てることにはつながらない。今後、多くの教師に編集の意図を理解し

てもらうことが課題である。 

 

 

最後に、研究を進めるに当たり、ご指導、ご助言をいただきました講師の先生方、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あげます。 
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○さらに副読本の内容を吟味し、編集にフィードバックする必要がある。 

○多くの教師に、副読本編集の意図を理解してもらう必要がある。 
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