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教育出版 2019年 7 月 

 

令和２年度版『小学社会 ３』年間指導計画案（暫定版） 

 

大単元名：１ わたしたちのまちと市 【配当１時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

オリエンテーション 

Ｐ4～5 

【配時 1】 

自分たちが暮らすまちの様子

や土地の使われ方などについ

て, 教科書のイラストを見て

話し合うことを通して社会科

の学習への興味や関心をもつ

ようにする。 

 

○イラストから，地形の様子や特色あ

る場所の様子を読み取りながら，まち

の特色について話し合う。 

◆自分たちが住むまちは，場所によっ

て地形や土地利用などが違うことや，

さまざまな公共施設があること。 

 

①イラストを使って，「場所探しクイズ」を

行う。 

②イラストに描かれている場所や人々の様

子を確かめる。 

③イラストと身近なまちの様子を比べ，共

通点や違いについて話し合う。 
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小単元名：１ まちの様子 【配当６時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

自分の家やよく行

く場所はどこにある

の 

p.6～7 

【配時 1】 

 

自分の家やよく行く場所につ

いて友達と紹介し合うことを

通して，自分たちが暮らすまち

に関心をもつようにする。 

 

                        

○生活科で学習したことをふり返り

ながら，自分の家やよく行く場所を紹

介し合う。 

◆自分たちが住むまちには，まだ自分

が知らない場所があり，調べてみたい

と思うこと。 

①自分の家の場所について紹介する。 

②遊びなどでよく行く場所について紹介す

る。                  

③それぞれ紹介された場所について，知ら

ない所や行ってみたい所を話し合う。 

 

自分の家やよく行

く場所をさがそう 

p.8～9 

【配時 1】 

学校の屋上から自分の家やよ

く行く場所を探したり，それら

の場所について方位を使って

表したりすることを通して自

分たちが暮らすまちの様子を

調べる。 

 

○学校の屋上や高い所から，自分たち

の住むまちの様子を観察する。 

◆さまざまな場所について，四方位

(東西南北）を使って表すことができ

る。学校の屋上から眺めるだけでは十

分でないことから，探検の必要性に気

づくこと。 

①学校の屋上など，高い所に上る。                                

②東西南北の方位ごとに，まちの様子を観

察する。              

③前時に紹介された場所について，方位ご

とに探して確かめる。                   

 

 

学習問題をつく

り，学習の見通し

を立てよう 

p.10～11 

【配時 1】 

 

探検して調べてみたいことを

もとに学習問題をつくり，学

習問題について予想すること

が で き る 。                                                                                                                           

また，調べることや調べ方を

話し合い，学習の見通しを立

てることができる。 

 

 

 

○学習問題をつくり，まちを探検す

る学習計画を考える。 

◆まちについて調べたいことをもと

に学習問題をつくり，それについて

予想し，学習計画を考えること。 

 

 

 

 

 

①みんなで探検して調べたい場所につい

て，話し合う。 

②探検したい場所をもとに，学習問題をつ

くり，探検コースを決める。 

③学習問題について予想し，調べることと

調べ方を決めて，学習の見通しを立てる。 

 

 

 

 

駅のまわりコース

をたんけん 

p.12～13 

【配時 1】 

 

 

駅のまわりコースを探検して，

駅の周りの様子について捉え

る。 

 

 

 

 

○駅のまわりを探検して調べ，その特

色 を 絵 地 図 に 表 す 。                                        

◆駅のまわりを探検することができ

る。駅のまわりは，多くの人が利用す

る区役所や郵便局などの公共施設や

商店が集まっていること。 

 

①駅の周りを中心に探検する。 

②探検して気づいたことを，自分の白地図

に書き入れる。 

③探検して気づいたことを，みんなで話し

合い，絵地図にまとめる。 

 

 

土地の高い所とひ

くい所コースをたん

けん  

p.14～15 

【配時 1】       

 

土地の高い所と低い所コース

を探検して，土地の高い所と低

い所の様子について捉える。 

 

 

 

 

○土地の高い所と低い所を探検して

調べ，その特色を絵地図に表す。                         

◆土地が高い所と低い所を探検する

ことができる。土地の高い所は住宅が

集まっていることや，土地の低い所は

工場や倉庫，大きな道路があること。 

 

①土地の高い所とひくい所を中心に探検す

る。 

②探検して気づいたことを，自分の白地図

に書き入れる。 

③探検して気づいたことを，みんなで話し

合い，絵地図にまとめる。 

 

〈まとめる〉 

まちの様子を表に

まとめよう 

p.16～17 

【配時 1】 

 

学校のまわりの様子について，

つなげた絵地図とまちの空中

写真を比べながら，分かったこ

とを表にまとめる活動を通し

て，場所によって違いがあるこ

とを表現することができるよ

うにする。また，学習したこと

や学び方をふり返ることがで

きる。                                                      

○絵地図をつなげて学校の周りの様

子をとらえたり，空中写真と比べたり

して，コースによる様子の違いを表に

まとめる。                                             

◆まちの様子は，場所によって違いが

あること。 

 

 

 

①まとめた絵地図をつなげて，学校の周り

の様子についてたしかめる。 

②絵地図と，まちの空中写真を比べて，ど

こに何があるのかをたしかめる。 

③探検したコースの様子の違いを表にまと

める。  

 

 

                          

 

 

 

学習問題 わたしたちのまちは，どのような様子なのだろう。 
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小単元名：２ 市の様子 【配当 10時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

わたしたちの市は

どこにあるの 

p.18～19 

【配時 1】 

 

わたしたちの市の様子につい

て，市の空中写真を見て，自分

たちが暮らすまちの様子との

違いを話し合うことを通して

市全体の様子に関心をもつよ

うにする。 

○市の空中写真を見て，市全体の様子

や，自分たちのまちと比べて気づいた

ことについて話し合う。 

◆市内には，自分たちの住むまちと

は，様子の異なる地域があること。 

 

①市の空中写真を観察して，気づいたこと

を話し合う。 

②市内で行ったことのある場所や知ってい

る建物などを出し合う。 

③身近なまちの様子と比べて，その違いを

まとめる。 

県や市の地図をな

がめて 

p.20～21 

【配時 1】 

 

わたしたちの住む市の位置に

ついて，県内の知っている場所

や行ったことがある場所を話

し合ったり，地図を見て市の広

がりや市全体の形について白

地図を使って確かめたりする

ことができるようにする。 

○市全体の地図を見て市域の輪郭を

描き写すとともに，県内における市の

位置について八方位を使って言い表

す。 

◆県内における自分たちの市の位置

や，隣接する市などとの位置関係。 

 

①県の地図を見て，自分たちの市の位置を

八方位を使って表す。 

②自分たちの市の他に，主な市町村の名称

と位置を確かめる。 

③市の輪郭を描き写したりして，市の広さ

やおおまかな形状を確かめる。 

 

学習問題をつく

り，学習の見通し

を立てよう 

p.22～23 

【配時 1】 

 

市内の特色ある場所の写真を

見て話し合ったことをもとに

学習問題を立て，学習問題に

ついて予想することができ

る。                                                                                                                                        

また，予想を確かめるために

調べることや調べ方を話し合

い，これからの学習に見通し

をもつようにする。                                          

 

 

 

○市の特色ある場所の写真を見なが

ら，学習問題をつくり，市の様子を

調べる学習計画を立てる。 

◆市について調べたいことをもとに

学習問題をつくり，それについて予

想し，学習計画を考えること。 

 

 

 

 

 

 

①市の特色ある場所の写真を見て，気づい

たことを発表する。 

②気づいたことをもとに，学習問題を立て

る。                       

③学習問題について予想し，調べることと

調べ方を決めて，学習の見通しを立てる。 

 

 

 

 

 

 

市役所へ行って調

べよう 

p.24～25 

【配時 1】      

市内の場所の違いについて，市

役所の人に話を聞いたり，空中

写真や土地利用図を見て市全

体の土地の使われ方を捉える。 

 

○市役所を訪ねて，市内の土地利用に

ついて調べる。 

◆市の土地利用は，場所によって違い

があること。 

 

①市役所を見学する。 

②市の土地利用図をもとに，土地の使われ

方について調べる。 

③市のおおまかな土地利用の広がりを捉え

る。 

<複線> 

市役所のまわり 

p.26～27 

【配時 5】 

市役所のまわりの様子につい

て，市役所の周りを歩いたり，

写真や地図と比べたりして調

べ，公共施設や高いビルがたく

さん集まっていることを捉え

る。 

○市役所周辺の空中写真や地図を読

み取り，市役所周辺の建物や土地利用

について調べる。 

◆市役所の周りには多くの公共施設

があること。 

 

①市役所の周りを探検したり，空中写真を

観察したりする。                 

②空中写真と地図を比べて，市役所の周り

の様子を捉える。 

③公共施設の分布を捉える。 

 

<複線> 

大きな駅のまわり              

p.28～29 

【配時 5】 

大きな駅のまわりの様子につ

いて，写真や市内の交通がわか

る地図を見ながら，大きな駅を

中心に鉄道や道路が広がって

いることを捉える。 

○横浜駅周辺の空中写真や，市内の交

通網の広がりがわかる地図を調べ，主

な鉄道や道路の名称を調べる。 

◆市内の主な交通網の広がり。 

 

①横浜駅周辺の空中写真を見て，気づいた

ことを話し合う。 

②市内の交通網の地図を見て，その広がり

を捉える。 

③横浜駅と中山駅の利用者数を比べる。 

<複線> 

海に面した所                       

p.30～31 

【配時 5】 

海に面した所の様子について，

写真や土地の高さがわかる地

図を見て，海に面している所の

特徴や土地の高さの様子をと

らえることができるようにす

る。 

○海に面した場所の空中写真や地図

を読み取り，その場所の特色や市内の

地勢の広がりについて調べる。 

◆臨海部には埋め立て地がつくられ，

工場用地などとして使われているこ

と。 

①海に面した所の空中写真を見て，気づい

たことを話し合う。 

②海に面した所の土地利用の特色について

調べる。 

③市内の土地の様子を表した地図を見て，

土地の高さの広がりを捉える。 

学習問題 市の様子は，場所によって，どのようにちがうのだろう。 
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<複線> 

緑の多い所 

p.32～33 

【配時 5】 

 

緑の多い所の様子について，市

役所の人に聞いたり，写真や地

図を見て，緑が多い所を白地図

に書いたりしながら，その分布

や利用について捉える。 

 

○緑の多い所の空中写真や地図を読

み取り，その場所の特色や市内の主な

緑地の広がりについて調べる。 

◆市内の緑地分布や，公園などに利用

されていること。 

 

①市内の緑地の空中写真を見て，気づいた

ことを話し合う。 

②市の白地図に，主な緑地を描き入れて，

その分布を捉える。 

③緑地が主にどのように利用されているの

かを調べる。 

<複線> 

住む人がふえてき

た所 

p.34～35 

【配時 5】 

 

住む人が増えてきた所の様子

について，住んでいる人の話を

聞いたり，写真や地図で土地の

使われ方を調べたりして，広い

住宅地があることをとらえる

ことができるようにする。 

○住む人が増えてきた地域の空中写

真や地図を読み取り，その場所の特色

について調べる。 

◆人口が増加してきた地域は，住宅地

として開発されたこと。 

 

①港北ニュータウンの空中写真を見て，気

づいたことを話し合う。 

②港北ニュータウンに住んでいる人の話を

聞き取る。 

③港北ニュータウンの土地利用について調

べる。 

<複線> 

古いたてものがあ

る所  

p.36～37 

【配時 5】 

 

古いたてものがある所の様子

について，古くからの残る建物

やまち並みを見たり，かんこう

マップで調べたりして，市内に

おける分布や場所の特徴につ

いて捉える。 

○市内に残る古い建造物や街並みを

見学して，それらの位置や広がり，由

来について調べる。 

◆市内には古くから残る建造物や街

並みが分布していること。 

 

①市内の古くから残る建物やまち並みにつ

いて調べる。 

②古くから残る建物やまち並みの位置や分

布について調べる。 

③それらの場所の特色について調べる。 

 

〈まとめる〉 

市の様子をまとめ

よう 

p.38～39 

【配時 1】 

 

市の様子は，場所によって違い

があることをポスターにまと

め，市の特色を短い文章で表現

することができるようにする。                                                                                                               

また，学習したことやと学び方

をふり返ることができるよう

にする。 

○これまで調べたことを地図にまと

め，それをもとに市を紹介するポスタ

ーをつくり，発表する。 

◆市の地形や交通，土地利用などの様

子をとらえ，場所によって違いがある

こと。 

 

①これまで調べてきた場所について，白地

図にまとめる。 

②まとめた地図を使って，市を紹介するポ

スターをつくる。 

③ポスターをもとに，市内の様子は場所に

よって違いがあることを確かめる。 
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大単元名：２ はたらく人とわたしたちのくらし 【配当１時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

オリエンテーション 

p.42～43 

【配時 1】 

 

まち探検で見つけた働く人に

関心をもち，学習の見通しをも

つことができるようにする。 

 

 

 

 

○まち探検や市の様子調べの活動を

ふり返り，地域には販売や生産の仕事

があり，それらの仕事がわたしたちの

生活とどのようなかかわりがあるの

か関心をもち，学習の見通しをもつ。 

◆まちには，販売や生産の仕事にたず

さわる人たちがいること。 

①まち探検の学習をふり返り，どのような

仕事で働く人がいたか発表する。 

②あげられた仕事を，販売や生産にかかわ

るもの，サービスにかかわるものに分類す

る。 

③それぞれの仕事と自分たちの生活とのか

かわりについて，話し合う。 

小単元名：１ 店ではたらく人と仕事 【配当 11時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

買い物はどこで 

p.44～45 

【配時 1】 

 

家の人の買い物に関心をもち，

行った店や買った品物などを

調べて，カードにまとめる計画

を立てることができるように

する。 

 

○家の人がどんな店で買い物をして

いるのか発表し，買い物調べの計画を

立てる。 

◆家の人がさまざまな店で買い物を

したり，さまざまな商品を買ったりし

ていること。 

①買い物の経験を発表する。 

②家の人がよく行く店，よく買う品物を発

表する。 

③家の人の買い物について調べる計画を立

てる。 

 

買い物調べでわか

ったこと 

p.46～47 

【配時 1】 

 

買い物調べカードを集計し，店

の位置や行った回数に着目し

て，店の分布や多くの人が行っ

た店をとらえ，その意味を表現

できるようにする。 

 

 

○買い物調べの成果を発表し，お店の

ある場所や調べた人の人数を，地図や

表・グラフにまとめ，気づいたことを

話し合う。 

◆人が多く通る場所に店が多かった

り，多くの人がスーパーマーケットに

買い物に行ったりしていること。 

①買い物調べでわかったことを発表する。 

②調べた店の分布を買い物地図にまとめ，

気づいたことを発表する。 

③クラス全体で，よく行く店の数を表やグ

ラフにまとめ，気づいたことを発表し合う。 

 

 

レシートからわか

ること 

p.48～49 

【配時 1】 

 

レシートに着目し，買い物の

情報や店が売り上げを得る仕

組みを捉え，学習問題をつく

ることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○レシートを調べ，店が売り上げを

得る仕組みについて話し合い，学習

問題をつくる。 

◆店の売り上げを高める仕組みをも

とに，学習問題をつくること。 

 

 

 

 

 

 

 

①レシートを調べて，気づいたことを発表

する。 

②買い物の仕組みについて，店員にインタ

ビューする。 

③売り上げを高めるための仕組みについ

て考え（疑問を出し合い），学習問題をつ

くる。 

 

 

 

 

 

学習の見通しを立

てよう 

p.50～51 

【配時 1】 

 

学習問題について予想して，販

売の仕事を調べる学習の見通

しを立てることができるよう

にする。 

 

 

○スーパーマーケットを見学する計

画を立て，見学の視点を確認する。 

◆学習問題について予想しながら，学

習計画を考えること。 

 

 

①教科書のイラストを使って，店の様子を

観察する。 

②調べたことを整理し，店の工夫について

予想する。 

③スーパーマーケットを見学する計画を立

てる。 

スーパーマーケット

の様子を調べよう 

p.52～53 

【配時 2】 

 

スーパーマーケットの売り場

の様子に着目して，さまざまな

工夫とその目的をとらえるこ

とができるようにする。 

 

 

 

○スーパーマーケットを見学し，売り

場の様子の工夫について調べ，わかっ

たことをカードに書く。 

◆スーパーマーケットでは，店の売り

上げを高めるために，値段・品ぞろ

え・新鮮さ・便利さなどの工夫をして

いること。 

①スーパーマーケットを見学して見つけた

工夫をカードに書く。 

②それぞれの工夫の理由を考えて，値段，

品ぞろえ，新鮮さ，便利さなどに分類する。 

③障がいのある人やお年寄りの人に利用し

やすい工夫などを見つけて，カードに書く。 

 

学習問題 店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， 

どのようなくふうをして売り上げを高めているのだろう。 
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店ではたらく人の

様子 

p.54～55 

【配時 1】 

スーパーマーケットで働く人

にインタビューして，仕事の様

子や気をつけていることを捉

える。 

 

 

 

○スーパーマーケットで働く人たち

が，それぞれどのような工夫をして仕

事をしていたかを調べ，指摘する。 

◆スーパーマーケットには，さまざま

な仕事があり，それぞれ工夫をしたり

協力したりしながら働く人がいるこ

と。 

①店で働く人の様子を観察し，発表する。 

②店で働く人の仕事のくふうについて考

え，話し合う。 

③働く人たちどうしの協力について考え

る。 

 

 

商品はどこから 

p.56～57 

【配時 1】 

 

商品の仕入れ先に着目し，それ

らが国内や外国にわたること

を白地図にまとめて，他地域と

広く関わっていることを捉え

る。 

 

 

○スーパーマーケットの商品の産地

を調べ，白地図に位置付け整理する。 

◆商品の産地や仕入れ先を通じて，国

内の他地域や外国と関わりがあるこ

と。 

 

 

①商品の値札やパッケージ，広告のちらし

から，それらの産地を調べる。 

②調べた商品のパッケージや広告のちらし

を切り取り，それらの産地を表す白地図に

貼る。 

③他地域とのかかわりについて，わかった

ことを発表する。 

買い物で気をつけ

ていることと店のく

ふう 

p.58～59 

【配時 1】 

客や家の人の買い物の仕方に

着目し，商品を買う時の願いを

捉え，それらに店は対応してい

ることを整理・分析できるよう

にする。 

 

○客や家の人が，買い物で気をつけて

いることを調べ，それについて店はど

のように対応しているのか整理する。 

◆客が買い物で気をつけていること

に対応して，店では工夫して仕事をし

ていること。 

①お客や家の人に，買い物で気をつけてい

ることをインタビューする。 

②お客や家の人が気をつけていることにつ

ながる，店の工夫を調べる。 

③お客や家の人が気持ちよく買い物するた

めの店の工夫について考え，発表する。 

〈まとめる〉 

店のくふうをまとめ

よう 

p.60～61 

【配時 1】 

 

学習内容と学び方をふり返り，

店の仕事は客の願いを踏まえ

て売り上げを高めるよう，工夫

していることを関係図づくり

を通じて考え，表現することが

できるようにする。 

○客の願いと店の工夫との関係をま

とめ，気がついたことを発表する。 

◆店は客の願いに合わせた工夫や仕

事をすることで，売り上げを高めよう

としていること。 

 

①学習をふり返り，お客の願いと店の工夫

を，短冊カードに書く。 

②お客の願いと店の工夫を対応させ，関係

図にまとめる。 

③関係図をもとに，気がついたことを話し

合う。 

〈つなげる〉 

よりよい買い物を

するために 

p.62～63 

【配時 1】 

 

スーパーマーケット以外の店

や買い物の仕方に着目し，それ

ぞれの利点を捉え，より良い消

費活動について意識を持てる

ようにする。 

 

 

○スーパーマーケット以外の店や買

い物の方法を調べ，さまざまな方法が

ある理由を考え，話し合う。 

◆スーパーマーケット以外の店や買

い物の方法にも，それぞれの利点があ

り，それに合わせて客は買い物をして

いること。 

①スーパーマーケット以外の店の仕事や，

買い物の仕方について発表する。 

②それぞれの特徴を調べ，ノートにまとめ

る。 

③より良い買い物をするために，注意する

ことを話し合う。 
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小単元名：２ 工場ではたらく人と仕事 【選択 配当８時間】 

※「農家」，「工場」などの中から選択 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

まちで人気のしゅう

まい 

p.64～65 

【配時 1】 

地元でつくられているしゅう

まいに関心を抱き，しゅうまい

の製造や消費について疑問を

持てるようにする。 

 

 

 

○自分たちの市でつくられているし

ゅうまいに関心（興味）を持ち，販売

店の店員にインタビューしたり，疑問

点を質問したりする。                                 

◆自分たちの市の名物と呼ばれるも

のが工場でつくられたり，多くの人に

食べられたりしていること。      

①スーパーマーケットの弁当としゅうまい

販売店の弁当を比べる。 

②しゅうまい販売店の店員にインタビュー

し，わかったことをカードに書く。 

③自分たちの市でしゅうまいがどれくらい

消費されているか調べ，気づいたことを発

表する。 

学習問題をつく

り，学習の見通し

を立てよう 

p.66～67 

【配時 1】 

 

 

 

市内の工場分布に着目し，し

ゅうまい工場の位置や店員の

話をもとに学習問題をつく

り，学習の見通しを立てるこ

とができるようにする。 

 

 

 

○市内の主な工場の分布を調べ，学

習問題をつくり，工場の仕事を調べ

る学習の見通しを立てる。 

◆市内の主な工場分布をもとに学習

問題をつくり，それについて予想し

ながら学習計画を考えること。 

 

 

 

①市内の主な工場の分布について調べる。 

②工場の位置や店員の話をもとに，学習問

題をつくる。 

③学習問題について予想し，学習の見通し

を立てる。 

 

 

 

 

工場をたずねて 

p.68～69 

【配時 2】 

 

しゅうまい工場を見学して，し

ゅうまいづくりの工程や働く

人の仕事について，捉える。 

 

 

 

 

○工場を見学して，しゅうまいの製造

工程を調べ，わかったことを整理す

る。                     

◆工場では機械による流れ作業によ

って，多くのしゅうまいを製造してい

ること。 

 

①工場を見学し，しゅうまいの製造工程を

観察する。 

②工場の人の説明を聞き，メモを取る。 

③しゅうまいの製造工程や作業についてた

しかめる。 

 

 

はたらく人が気を

つけていること 

p.70～71 

【配時 1】 

工場の設備や働く人たちの服

装に着目し，衛生や安全の大切

さを捉える。 

 

 

 

 

○工場の設備や働く人たちの服装な

どを調べ，工場で働く人たちは，どん

なことに気をつけながらしゅうまい

をつくっているか話し合う。 

◆工場で働く人たちは，特に衛生と安

全に気をつけてしゅうまいづくりに

取り組んでいること。 

①工場の施設や働く人の服装について，気

づいたことを発表し合う。 

②工場で働く人が気をつけていることを調

べる。 

③調べてわかったことや，考えたことをま

とめる。 

 

工場ではたらく人

たち 

p.72～73 

【配時 1】 

 

工場の製造以外の部門で働く

人に着目し，互いに協力してい

ることを捉える。 

 

 

 

 

 

○しゅうまい製造以外の仕事や，仕事

別の労働時間などについて調べ，工場

内における分業と協力について話し

合う。               

◆工場では，しゅうまい製造以外にも

しゅうまいに関わるさまざまな仕事

があり，仕事によって働く時間をずら

すなどの工夫をしていること。 

①工場には，製造の他にどのような仕事が

あるのか調べる。 

②工場で働く人の協力の仕方について考え

る。 

③工場と地域との関わりについて考え，話

し合う。 

 

 

製品はどこへ，原

料はどこから 

p.74～75 

【配時 1】 

 

製品とその原料に着目し，製品

の配送先や原料の産地の広が

りを捉え，国内外の他地域との

繋がりを捉える。 

○しゅうまいの配送先や原料の産地，

輸送のための工夫について調べ，話し

合う。                

◆工場でつくられた製品を高速道路

などを活用して配送したり，しゅうま

いの原料が国内外のさまざな地域か

ら運ばれてきたりすること。 

①工場でつくられた製品は，どこへ運ばる

のか調べ，発表する。 

②製品の原料は，どこから運ばれてくるの

か調べ，発表する。 

③調べたことをもとに，他地域との関わり

について話し合う。 

学習問題 工場の仕事は，わたしたちとどのようなつながりがあるのだろう。 
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〈まとめる〉 

地いきとともに歩

むものづくり 

p.76～77 

【配時 1】 

学習内容と学び方をふり返り，

工場の仕事と地域の関わりに

ついて整理・分析し，ノートに

表現することができるように

する。 

 

 

○工場のごみを少なくする工夫や，し

ゅうまいづくりが始まった経緯を調

べ，工場と地域の繋がりについて話し

合い，学習についてまとめる。                   

◆工場の人たちは，環境への配慮やま

ちの歴史を大切にして，地域との繋が

りの中で仕事をしていること。 

①工場のごみを少なくする工夫や，しゅう

まいづくりが始まった経緯を調べ，わかっ

たことを発表する。 

②工場と地域との関わりについて考え，発

表する。 

③これまでの学習を振り返り，工場と地域

との関わりについてノートにまとめる。 
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小単元名：２ 農家の仕事 【選択 配当８時間】 

※「農家」，「工場」などの中から選択 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

地いきでつくられる

野菜 

p.78～79 

【配時 1】 

 

スーパーマーケットの野菜売

り場や給食の食材に関心をも

ち，地元の農作物が売られたり

使われたりすることを捉える。 

 

 

 

○店で地元産の野菜が販売されてい

ることや，学校の栄養士の話をもと

に，地域でつくられている野菜につい

て疑問に思ったことをあげる。 

◆自分たちの市では野菜が生産され

ており，店で売られたり給食の材料に

使われたりすること。 

①スーパーマーケットの地元野菜売り場を

想起させ，話し合う。 

②地元野菜の食材について，栄養士の先生

に話を聞く。 

③身近な地域や市でつくられた野菜につい

て，話し合う。 

 

学習問題をつく

り，学習の見通し

を立てよう 

p.80～81 

【配時 1】 

 

市内ではざまざまな農作物が

つくられていることに着目

し，市で盛んなこまつなづく

りを取り上げ学習問題をつく

り，学習の見通しを立てるこ

とができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

○市内の主な農作物の分布を調べ，

市で盛んなこまつなづくりを取り上

げて学習問題をつくり，農家の仕事

を調べる学習の見通しを立てる。 

◆こまつなが給食に使われているこ

とや，こまつな生産は市の北部に多

いことをもとに学習問題をつくり，

それについて予想しながら学習計画

を考えること。 

 

 

 

①市内で生産されている野菜の種類と場

所を調べる。 

②市内で盛んなこまつなづくりを取り上

げ，学習問題をつくる。 

③学習問題について予想し，学習の見通し

を立てる。 

 

 

 

 

 

 

加藤さんの畑をた

ずねて 

p.82～83 

【配時 2】 

 

農家の畑を見学して，こまつな

づくりの過程や農家の仕事に

ついて，捉えられる。 

 

 

○農家を見学し，こまつなの生産過程

を調べ，わかったことを整理する。 

◆こまつなは一年中生産できること

や，生産するためのさまざまな仕事が

あること。 

①畑やビニールハウス，様々な道具を観察

する。 

②こまつなづくりの過程や作業，農家の工

夫や努力について，話を聞く。 

③気になったことを質問する。 

こまつなづくりのく

ふう 

p.84～85 

【配時 2】 

こまつなの種まきや土づくり

などの仕事の工夫に着目して，

その目的などを捉える。 

 

 

 

 

○こまつな生産における工夫につい

て調べ，農家の人から聞き取ったこと

をもとにまとめる。 

◆農家では，こまつな以外にもさまざ

まな野菜を生産していることや，種ま

きや土づくりなどの工夫をしている

こと。 

①作物カレンダーを見て，こまつなづくり

の期間と仕事を確かめる。 

②農家の仕事（種まき，シートの利用，土

づくり）の工夫についてまとめる。 

③農家の仕事のくふうを整理し，話し合う。 

 

 

こまつなはどこへ 

p.86～87 

【配時 1】 

 

こまつなの出荷に着目して，そ

の過程や出荷先を捉え，地域や

他地域との繋がりを捉える。 

 

 

 

○こまつなの収穫から出荷までの様

子や，出荷先について調べ，農家と自

分たちの生活との繋がりに気が付く。 

◆収穫したこまつなは，地元や他の地

域に出荷され，自分たちの生活とつな

がっていること。 

①こまつなの収穫の様子をふり返る。 

②こまつなの出荷先について，調べる。 

③こまつなが市の内外にある店などに運ば

れていることを確かめる。 

 

 

〈まとめる〉 

地いきとつながる

野菜づくり 

p.88～89 

【配時 1】 

学習内容と学び方をふり返り，

農家の仕事と地域のくらしと

の繋がりについて整理・分析

し，ノートに表現することがで

きるようにする。 

 

 

○農家の仕事と地域の暮らしとの繋

がりについて調べ，こまつな生産につ

いてまとめる。                   

◆農家は農業体験や作物の直売など

で地域の人たちと繋がりを持ったり，

農地が地域の環境保全に役立ってい

たりすること。 

①こまつなづくりと地域との繋がりについ

て，尋ねる。 

②これまでの学習をふり返り，農家の仕事

と地域との繋がりについてノートにまとめ

る。 

③まとめたことをもとに，発表し合う。 

 

 

 

学習問題 農家の仕事は，わたしたちとどのようなつながりがあるのだろう。 
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大単元名：３ 地いきの安全を守る 【配当１時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

オリエンテーション 

p.92～93 

【配時 1】 

 

火災現場のイラストに着目し，

描かれた火事の現場や人々の

様子を捉え，消火活動について

関心をもつ。 

 

 

○火災現場のイラストを読み取り，描

かれた状況と，だれが，どのようなこ

とをしているのかを発表する。 

◆火災現場には消防士をはじめ警察

官なども駆けつけ，消火活動に協力し

ていること。 

①イラストを見て，どのような場面なのか，

発言する。 

②どのような人たちがいるか，確かめる。 

③人々がどのようなことをしているのか話

し合う。 

 

 

 

 

 

 

小単元名：１ 火事からまちを守る 【配当９時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

火事が起きたらど

うなる 

p.94～95 

【配時 1】 

 

学校での避難訓練を想起させ，

市内の消防署の分布図を読み

取ることを通して，消防署が市

内に多数ある理由を考えられ

る。 

 

○学校での避難訓練の様子をふり返

るとともに，市内の消防署の分布図を

読み取り，わかることを発表する。 

◆緊急時に対応するには，普段からの

心がけが大事であることや，消防署は

市内に分散して配置されていること。 

①避難訓練の体験をふり返る。 

②市内の消防署や出張所などの分布図を見

て，それらの場所を確かめる。 

③消防署や出張所が，市内に多数ある理由

を考える。 

 

学習問題をつく

り，学習の見通し

を立てよう 

p.96～97 

【配時 1】 

学校で火事が発生したことを

想定し，消防署の働きを取り

あげて学習問題をつくり，学

習の見通しを立てることがで

きるようにする。 

 

 

 

 

○学校で火災が発生した時の対応に

ついて予想して学習問題をつくり，

消防署の働きを調べる学習の見通し

を立てる。 

◆火災への対応をもとに学習問題を

つくり，それについて予想しながら

学習計画を考えること。 

 

 

①実際に学校が火事になった時のことを

想像する。 

②消火活動について予想したこと，調べた

いことをもとに学習問題をつくる。 

③学習問題について予想し，学習の見通し

を立てる。 

 

 

 

消防しょをたずね

て 

p.98～99 

【配時 1】 

消防署を見学して消防自動車

や防火服などに着目し，それら

の設備や消火活動について捉

えられる。 

 

 

○消防署を見学して消防自動車や防

火服，迅速な出動の工夫などについて

調べる。 

◆出動までの署員の動きや防火服と

靴のセットなどをもとに，消防署は迅

速に出動するために備えていること。 

①消防自動車や消火活動で使われる道具を

見学する。 

②迅速かつ確実に消火するための工夫を調

べる。 

③調べたことをカードやノートにまとめ

る。 

消防しょとさまざま

な人のはたらき 

p.100～101 

【配時 1】 

 

火災に対する消防署や関係機

関の働きに着目して，互いに連

携して行動していることにつ

いて捉える。 

 

 

 

○119番の電話はどこにつながり，火

災に対してどのような機関と連携・協

力しているのかを調べる。  

◆119 番の通報の仕組み図を読み取

り，通信指令室を中心として，さまざ

まな関係機関と連携・協力して火災に

対処していること。 

①119 番の電話による通報は，どこにつな

がるのか調べる。 

②通報を受けた通信指令室から，どのよう

な関係機関と連携するのかを調べる。 

③通信指令室の役割について考える。 

 

 

消防しょの 1 日 

p.102～103 

【配時 1】 

 

消防署では日常的な仕事に着

目して，設備の点検や出動に備

えた訓練などに取り組んでい

ることについて捉える。 

 

 

○消防や救助の仕事をする人の話を

聞いたり勤務時間の表を読み取った

りして，火災が発生していない時の消

防署の仕事について調べる。 

◆消防署には日常的な訓練や点検，啓

発などの仕事があること。 

①出動がない時の，消防署の仕事を予想す

る。 

②消防署の時間別の仕事や，職員の勤務体

制について調べる。 

③消防署の仕事の工夫を考える。 

 

学習問題 消防しょは，どのようにして火事からまちを守っているのだろう。 
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学校の消防せつび

を調べよう 

p.104～105 

【配時 1】 

 

学校の消防設備に着目して，そ

れらの役割や計画的な配置，火

災の際の消防計画が立てられ

ていることについて捉える。 

 

 

 

○学校の消防設備を調べて配置図に

まとめたり，先生の話から学校におけ

る消防の取り組みを調べたりする。 

◆学校にはさまざまな消防設備があ

り，適切に配置されていること。また，

学校は消防計画に沿って，火災に備え

ていること。 

①学校の消防設備の場所を調べ，白地図に

まとめる。 

②その場所に消防設備が置かれている理由

を考える。 

③設備の他に，学校での消防の取り組みに

ついて調べる。 

 

地いきの人々の協

力 

p.106～107 

【配時 1】 

 

地域の消防施設に着目して，そ

れらの役割や配置，消防団など

の活動について捉えられる。 

 

 

 

 

○地域にある消防設備を調べて白地

図にまとめたり，消防団などの取り組

みについて調べる。 

◆地域には様々な消防施設があり，適

切な位置に配置されていること。ま

た，消防団は消防署と協力して，地域

の火災に備えていること。 

①地域の消防施設を調べて，それらの場所

を白地図に記入する。 

②消防団などの人々の取り組みについて，

調べる。 

③火事の発生を予防するための地域の人々

の取り組みについて，話し合う。 

 

〈まとめる〉 

火事からまちを守

るはたらき 

p.108～109 

【配時 1】 

 

学習内容と学び方をふり返り，

消防署の働きについて整理・分

析し，標語に表現することがで

きるようにする。 

 

 

○消防署の働きについて，消火と防火

の面からまとめ，標語に表現する。                   

◆消防署はさまざまな関係機関と連

携・協力して，火災に対処したり，火

災を防ぐ取り組みをしていること。 

 

①学習問題と調べたことをふり返り，関係

図にまとめる。 

②関係図を見て，消防活動について標語に

まとめる。 

③自分がつくった標語の理由について発表

し合う。 

〈つなげる〉 

自分やまちを守る

ために，わたしたち

にできること 

p.110～111 

【配時 1】 

火事から自分やまちの安全を

守るために，大切と考えること

や行動に向けた意識を持てる

ようにする。 

 

 

○火事から自分やまちの安全を守る

ために大切なことについて話し合い，

学習内容を根拠として発表し，相互に

評価する。◆火事から自分やまちの安

全を守るための心がけや行動につい

て，自覚すること。 

①火事から自分や地域の安全を守るために

できることを，話し合う。②自分が最も大

切と考えることを，理由とともに発表し合

う。③友だちの発表を聞いて，相互に評価

し合う。 

 

 

小単元名：２ 事故や事件からまちを守る 【配当７時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

事故が起きたら 

p.112～113 

【配時 1】 

 

市内の交通事故発生件数の変

化，事故発生時間別の死者数に

関心をもち，棒グラフの意味を

読み取ることができるように

する。 

 

 

○市で発生した交通事故の件数や死

者数のグラフを読み取り，わかったこ

とを話し合う。 

◆市内の交通事故の件数は減少傾向

にあることや，交通事故の発生時間に

よって死者数に違いがあること。 

 

①交通事故に関するグラフを見て，特徴や

変化の仕方を読み取る。 

②グラフや表を読み取って，気づいたこと

や考えたことを話し合う。 

③話し合ったことをもとに，交通事故を防

ぐにはどうしたら良いかという問いを持

つ。 

学習問題をつく

り，学習の見通し

を立てよう 

p.114～115 

【配時 1】 

地域では交通事故の他に事件

も発生していることに着目

し，警察署の働きを取りあげ

て学習問題をつくり，学習の

見通しを立てることができる

ようにする。 

 

 

 

 

 

○交通事故や事件に対処する警察署

の仕事について，予想して学習問題

をつくり，警察署の働きを調べる学

習の見通しを立てる。 

◆事故や事件への対処について話し

合って学習問題をつくり，それにつ

いて予想して学習計画を考えるこ

と。 

 

 

 

 

①前時のグラフをふり返り，交通事故が減

ってきた理由について話し合う。 

②話し合ったことをもとに，学習問題をつ

くる。 

③学習問題を解決するための調べ方や，調

べたことの整理の仕方を考え，学習の見通

しを持つ。 

 

 

 

 

 

学習問題 けいさつしょや地いきの人々は， 

どのようにして事故や事件からまちを守っているのだろう。 
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交通事故のしょり 

p.116～117 

【配時 1】 

 

警察署の交通事故を処理する

仕事に着目し，110 番の通報の

仕組みについて捉えられる。 

 

 

 

○交通事故を処理する警察署の仕事

や，110番の通報の仕組みについて調

べる。 

◆交通事故の迅速な処理のため 110

番の通報の仕組みがあり，通信指令室

を中心として対処していること。 

①交通事故が起きた時，警察署は，どのよ

うな仕事をするのか予想する。 

②交通事故が発生したときの警察署の仕事

を調べる。 

③１１０番の通報の仕組みを調べる。 

 

けいさつの仕事 

p.118～119 

【配時 1】 

 

地域の交番を見学して警察の

仕事に着目し，地域の安全のた

めの仕事をしていることを捉

える。 

 

 

○地域の安全を守るための交番の仕

事について調べる。 

◆交番や警察署では，地域の安全を守

るために，登校の見守りや交通安全教

室，パトロールや巡回連絡などを行っ

ていること。 

①交番の警察官にインタビューをする。 

②交番の警察官の仕事を調べる。 

③警察署の仕事は，地域とどのように関わ

っているのか考える。 

 

 

学校のまわりを調

べよう 

p.120～121 

【配時 1】 

交通事故を防ぐための施設に

着目し，それらの役割や交通法

規やルールを守ることの意味

を捉える。 

 

 

 

○通事故を防ぐための施設とその役

割を調べ，施設がその場所に設置され

た理由を考える。 

◆地域には，交通事故を防ぐためのさ

まざまな施設があること。また，守る

べき法律や交通ルールなどのきまり

があること。 

①登下校をふり返り，学校のまわりの交通

事故を防ぐための施設を調べる。 

②交通事故を防ぐための施設が，その場所

にある理由を考える。 

③調べて気づいたことや考えたことを話し

合う。 

 

地いきの人の協力 

p.122～123 

【配時 1】 

 

事故や事件を防ぐための地域

の人々の活動に着目し，警察署

との連携・協力して活動してい

ることを捉える。 

 

 

 

 

○地域の人々による交通事故や事件

を防ぐための取り組みを調べる。 

◆「子ども見守り隊」を組織したり，

地域安全会議を開いたりするなど，地

域の人々は協力して安全を守るため

の活動をしていること。 

 

 

①地域の人々の交通事故や事件を防ぐ取り

組みを調べる。 

②地域の安全を守るためにどのような人々

が協力し合っているか調べる。 

③安全を守るために活動している人に話を

聞く。 

④地域の安全を守るために，自分たちがで

きることを話し合う。 

〈まとめる〉 

事故や事件からま

ちを守るはたらき 

p.124～125 

【配時 1】 

学習内容と学び方をふり返り，

警察署の働きについて整理・分

析し，地域の安全マップに表現

することができるようにする。 

 

 

 

○警察署の働きについて，事故や事故

に対処したり，防いだりするための活

動をもとに考え，まとめる。 

◆警察署はさまざまな関係機関と協

力しながら，事件や事故に対処した

り，その発生を防いだりしているこ

と。 

①学習問題と調べたことをふり返り，関係

図にまとめる。 

②地域の中の，事故や事件の発生しやすい

場所などについて，「安全マップ」にまとめ

る。 

③自分の身の安全を守るためにできること

を考えて，発表し合う。 
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大単元名：４ わたしたちの市の歩み 【配当１時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

オリエンテーション 

p.126～127 

【配時 1】 

 

 

教科書のイラストに描かれた

まちや人々の様子に関心をも

ち，現在のイラストと比較して

まちの様子の変化に関心を持

つことができるようにする。 

 

 

 

 

○イラストに描かれた交通の様子，土

地利用の様子や公共施設などを読み

取り，教科書 4～5 ページのイラスト

と比較して，まちの様子の変化につい

て話し合う。 

◆自分たちが住むまちの交通，土地利

用，公共施設などの様子は，移り変わ

ってきたこと。 

 

①イラストに描かれている交通，土地利用，

公共施設などの様子や人々の様子を確かめ

る。 

②教科書 4～5 ページのイラストを比較し

て，様子の違いを読み取る。 

③昔と今とで，まちの様子が移り変わって

きたことについて話し合う。 

 

 

 

小単元名：１ かわる道具とくらし 【配当６時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

昔の道具 

p.128 ～ 129                           

【配時 1】 

 

地域で使われている昔の道具

に着目し，昔の道具に関心をも

つことができるようにする。 

 

 

 

○地域の年中行事などの中で，昔の道

具を見たり，使ったりした経験をもと

に話し合い，昔の道具に興味をもつ。 

◆身近なところに昔の道具が使われ

ていること。また，昔の道具の使われ

方。 

①地域のなかで今でも使われている昔の道

具の触れた経験について話し合う。 

②学校にある郷土資料室などを見学し，昔

の道具を探す。 

③昔の道具が，それぞれどのようなことに

使われていたのかを調べる。 

学習問題をつく

り，学習の見通し

を立てよう 

p.130～131 

【配時 1】 

 

 

 

 

 

昔の道具の用途に着目し，そ

れらが使われていたころの暮

らしを取りあげて学習問題を

つくり，学習の見通しを立て

ることができるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

○昔と今の道具の違いをもとに学習

問題をつくり，道具と暮らしの移り

変わりについて調べる学習の見通し

を立てる。 

◆昔の道具に触れた経験をもとに学

習問題をつくり，それについて予想

しながら道具とくらしの移り変わり

を調べる学習計画を考えること。 

 

 

 

 

①昔の道具を調べて，気づいたこと発表す

る。 

②昔と今のくらしの違いをもとに学習問

題をつくる。 

③学習問題について予想し，調べる事と調

べ方を決めて，学習計画を立てる。 

 

 

 

 

 

 

郷土資料館をたず

ねて 

p.132～133 

【配時 1】 

地域の郷土資料館を訪ね，昔の

道具に着目し，当時の暮らしの

様子（電化前）を捉える。 

 

 

○郷土資料館を見学し，昔の道具につ

いて調べて，それぞれ絵カードにまと

める。 

◆観察した昔の道具の名称，使われて

いた時期や用途など。 

①地域にある郷土資料館などを見学する。 

②昔の道具の名称，使われていた時期，用

途について調べる。 

③調べた道具について，絵カードにまとめ

る。 

昔のくらしをインタ

ビューする 

p.134～135 

【配時 1】 

昔の道具(電化製品など）を使

っていた頃の暮らしに着目し，

身近な人にインタビューし，当

時の暮らしの様子を捉える。 

 

 

 

○地域に詳しいお年寄りや身近な人

に，昔の道具（電化製品）と，それを

使っていたころの暮らしの様子につ

いてインタビューして調べる。 

◆暮らしの中で使われた道具（電化製

品）や，人々の暮らしは移り変わって

きたこと。 

①家の人に，昔の道具（電化製品）につい

てインタビューする。 

②その当時の暮らしの様子についてインタ

ビューする。 

③今と昔のくらしの違いについてまとめ

る。 

 

かわってきたくらし 

p.136～137 

【配時 1】 

同じ用途の道具の変化に着目

し，人々の暮らしの変化につい

て，整理・分析ができるように

する。 

 

○昔と今の，洗濯などの家事で使われ

る道具について調べて，その違いにつ

いて話し合う。 

◆道具の変化に伴い，人々の暮らしが

移り変わってきたこと。 

①昔と今の洗濯道具の写真を提示する。 

②道具と共に人々の暮らしはどのように変

わったのか話し合う。 

③話し合ってわかったことをまとめる。 

 

学習問題 道具がかわることで，人々のくらしはどのようにかわってきたのだろう。 
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〈まとめる〉 

道具とくらしのうつ

りかわり 

p.138～139 

【配時 1】 

 

年表づくりを通して，道具と

人々の暮らしが移り変わって

きたきたことを表現できる。 

 

 

 

○道具の変化と暮らしの変化をまと

めて，その移り変わりを年表にまと

め，わかったことを話し合う。 

◆道具が変わることで，人々のくらし

の様子は，時期によって移り変わって

きたこと。 

①これまで作成した道具調べカードなどを

使って，年表にまとめる。 

②年表に，その年代の主な出来事や人々の

暮らしの様子についてまとめる。 

③年表を共有して，道具と共に人々の暮ら

しも移り変わってきたことを確かめる。 

 

小単元名：２ 市のうつりかわり 【配当 9 時間】 

ページ 本時のねらい ○主な学習活動／◆学習内容 本時の学習活動 

かわるまちの様子 

p.140 ～ 141                            

【配時 1】 

 

 

同じ場所を撮影した昔と今の

写真に着目し，まちの風景に違

いがあることを捉える。 

 

 

 

○駅の様子を撮影した新旧の写真を

比較し，まちの風景が変化しているこ

とに興味を持つ。 

◆駅や周辺の風景は変化してきたこ

と。 

 

①昔の駅やその周りの様子について，撮影

した写真を観察する。 

②今の駅やその周りの様子について，撮影

した写真を観察する。 

③昔と今の写真を比べて，様子の違いにつ

いて話し合う。 

学習問題をつく

り，学習の見通し

を立てよう 

p.142～143 

【配時 1】 

 

 

 

 

昔の市の様子に着目して学習

問題をつくり，第 1 大単元の

学習内容を生かしながら予想

して，学習の見通しを立てる

ことができるようにする。 

 

 

 

 

○郷土資料館の人の話をもとに学習

問題をつくり，市の移り変わりにつ

いて調べる学習の見通しを立てる。 

◆郷土資料館の人の話をもとに学習

問題をつくり，それについて予想し

ながら市の移り変わりを調べる学習

計画を考えること。 

 

 

 

①昔の市の様子について，家族などから聞

き取る。 

②市の様子の移り変わりについてわかっ

たことをもとに，学習問題をつくる。 

③学習問題について予想し，調べることと

調べ方を決めて，学習計画を立てる。 

 

 

 

 

交通はどのように

かわったのかな 

p.144～145 

【配時 1】 

交通に着目して，関係者にイン

タビューしたり新旧の交通網

地図を比較したりして，時期に

よる違いを捉える。 

○市の交通の移り変わりについて調

べ，絵カードにまとめる。 

◆市の交通網の広がりは変化してき

たこと。 

①駅で働く人にインタビューする。 

②市内の新旧の交通網地図を比べて，その

移り変わりについて話し合う。 

③調べたことを，絵カードにまとめる。 

土地の使われ方は

どのようにかわっ

たのかな 

p.146～147 

【配時 1】 

 

土地利用に着目して，関係者に

インタビューしたり新旧の土

地利用図を比較したりして，時

期による違いを捉える。 

 

○市の土地利用の移り変わりについ

て調べ，絵カードにまとめる。 

◆市の土地利用は変化してきたこと。 

 

 

①農家の人にインタビューする。 

②市内の新旧の土地利用図などを比べて，

その移り変わりについて話し合う。 

③調べたことを，絵カードにまとめる。 

 

人口はどのように

かわったのかな 

p.148～149 

【配時 1】 

 

人口に着目して，関係者にイン

タビューしたり市の人口のグ

ラフを読み取ったりして，時期

による違いを捉える。 

 

○市の人口の移り変わりについて調

べ，絵カードにまとめる。 

◆市の人口は変化してきたこと。 

 

 

①昔からまちに住む人にインタビューす

る。 

②市内の人口のグラフを読み取り，その移

り変わりについて話し合う。 

③調べたことを，絵カードにまとめる。 

公共しせつはどの

ようにかわったの

かな 

p.150～151 

【配時 1】 

 

公共施設に着目して，関係者に

インタビューしたり新旧の公

共施設の分布図を比較したり

して，時期による違いを捉え

る。 

 

○市の公共施設の移り変わりについ

て，調べ，絵カードにまとめる。 

◆市の公共施設は変化してきたこと。 

 

 

 

①公共施設で働く人にインタビューする。 

②市内の新旧の主な公共施設の分布図を比

べて，その移り変わりについて話し合う。 

③調べたことを，絵カードにまとめる。 

 

 

学習問題 市の様子は，どのようにかわってきたのだろう。 
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〈まとめる〉 

年表を書き足そう 

p.152～153 

【配時 2】 

 

これまで調べてきた市の交通，

土地利用，人口，公共施設の移

り変わりを整理・分析して，前

単元に作成した年表に追加し

て表すことができるようにす

る。 

○市の様子の移り変わりをまとめて，

年表に表現し，わかったことを話し合

う。 

◆市の様子は，時期によって移り変わ

ってきたこと。 

 

①これまでにつくった絵カードなどを，前

単元でまとめた年表に追加する。 

②年表を見て，交通，土地利用，人口，公

共施設それぞれの移り変わりについて，わ

かることを話し合う。 

③移り変わりの節目となる年代を捉える。 

〈つなげる〉 

年表を見て話し合

おう 

p.154～155 

【配時 1】 

 

完成した年表をもとに市の移

り変わりについて話し合い，市

の目標や計画をもとに，これか

らの発展について，意識を持て

るようにする。 

 

 

○学習したことをもとに市の移り変

わりを表現させ，市の総合計画などを

調べ，市の今後について考えて発表す

る。 

◆市はこれからの発展を考えて，目標

や計画を立てていること。 

 

①市の移り変わりについて，交通，土地利

用，人口，公共施設の相互の関わりを踏ま

えて話し合う。 

②市の総合計画などをもとに，今後の目標

や計画について調べる。 

③これまでの学習にもとづいて，市の今後

について，自分なりの考えを発表する。 

 


