
大単元１ わたしたちのくらしと国土 配当時間 18 時間 
教科書 ５上 

P４～51 

 
目  標 

●日本の国土の様子や自然条件の異なる地域の様子を具体的

に調べ，国土の特色や自然環境に適応して暮らしている人々

の工夫や願いを捉えさせる。 
●国土や地域の自然環境に関する写真や地図，統計などの資料

を収集・選択し，自然環境と人々の生活や産業とのかかわり

について多面的・多角的に考えさせる。 

●世界の主な大陸や海洋，主な国の名称と位置，日本の位置と

領土について，地図や地球儀，資料などを活用して調べさせ

る。 
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評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

日本の国土の位置，国土の地形や気候の概要，自然条件から

見て特色ある地域の人々の生活について，意欲的に調べよう

としている。 
●社会的な思考・判断・表現 

日本の国土の地形や気候の概要，自然条件から見て特色ある

地域の人々の生活について，自然環境が人々の生活や産業と

つながっていることを，資料をもとにしながら関係づけて考

え，適切に表現している。 
 

●観察・資料活用の技能 

日本の国土の位置，国土の地形や気候の概要，自然条件から

見て特色ある地域の人々の生活などについて，地図や地球儀，

その他の資料を活用して必要な情報を集め，読み取ったりま

とめたりしている。 
●社会的事象についての知識・理解 

・世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置，日本の位置と

領土などを捉えている。 
・国土の自然環境が人々の生活や産業と密接な関連をもってい

ることを理解している。 
大
 

単元の構成 

大単元の主題… 世界の主な大陸や海洋，主な国々の名称と位置 

日本の位置や領土，国土の環境と人々の生活や産業との関連 
 

オリエンテーション ① 【主な学習内容】 

１ 日本は世界のどこにある？ ④ 
世界の主な大陸と海洋，主な国の名称と位置， 

日本の位置と領土，国旗   …………………

  ………………… 緯度や経度，赤道 

２ 日本の地形と気候 ③   

  ………………… 日本の地形や気候の概要，特色 

３ 自然条件と人々のくらし ⑧   

（気候や地形に特色のある地域をたずねて ②）   

  ………………… 自然条件から見て特色のある地域の人々の生活 

（あたたかい地域のくらし ③）   

気候条件に特色のある地域のうち， 

どちらか一方を選択 （高地のくらし ③）  

（寒い地域のくらし ③）   

地形条件に特色のある地域のうち， 

どちらか一方を選択 （低地のくらし ③）  

  

深める 

わたしたちの住む国土をしょうかいしよう ② 
 

○の中の数字は，配当時数。 
  



小単元１ 日本は世界のどこにある？ 配当時間 ４時間 
教科書 ５上 

P６～13 

 
目  標 

●地図や地球儀，資料などを活用して調べ，日本の国土の位置

や領土，世界の主な大陸や海洋，主な国の名称と位置，主な

国の国旗について捉えさせる。 

 
 

 
評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

地図や地球儀を活用して，日本の国土の位置や広がり，近隣

の国々と領土，世界の主な大陸や海洋，主な国の名称と位置

について関心をもって調べようとしている。 
 

●社会的な思考・判断・表現 

世界の国々・大陸・海洋の名称や方位などを用いて，日本の

国土の位置や広がりの言い表し方を考え，適切に表現してい

る。 
 

 
●観察・資料活用の技能 

地図や地球儀を使って，日本の国土の位置や領土，世界の主な

大陸や海洋，主な国の名称と位置について的確に読み取ったり，

おおまかな方位や距離を確かめたりしている。 
 

●社会的事象についての知識・理解 

日本の国土の形や位置，広がり，近隣の国々との位置関係，世

界の主な大陸や海洋，主な国の名称と位置がわかるとともに，

領土をめぐる問題や国旗の大切さについて理解している。 

指導・評価のポイント 

●学年冒頭の小単元として，資料活用の基本的な技能を身につ

けさせたい。特に，地球儀と地図の活用は，第６学年も含め

た今後の学習のさまざまな場面で必要になってくるので，丁

寧な指導を心がけたい。地球儀はなるべく多くの数を用意し，

多くの子どもに触れさせるようにしたい。ビーチボール地球

儀のように，簡易なものでもよい。この後の食料生産・工業

生産の単元の学習でも，世界の国々が出てきたときには，す

ぐに地図帳を開いたり地球儀を回したりして，位置などを確

認する習慣を身につけさせたい。 
●日本の国土の姿については，教科書の衛星写真などを手がか

りに，次のような基本的な情報を捉えさせる。 

①国土の位置（ユーラシア大陸の東にある，など） 
②国土の形（南北に細長い形，など） 
③国土の広がり（四つの大きな島と大小 6800 ほどの島からな

っている，海に囲まれた島国である，など） 
④東西南北の端の名前 など 

●日本の国土の位置や広がりを自由に言い表す活動を設け，思

考・判断・表現の観点の評価に生かすとよい。世界の主な大陸

や海洋，主な国との位置関係で表したり，緯度や経度を活用し

て表したり，学習したことを生かして自分なりの表現が考えら

れているかを見取る。 
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学習指導計画 大単元名：わたしたちのくらしと国土 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

オリエンテーシ

ョン 

上 P4～5 

【配時１】 

日本の国土の様子，日

本と周りの国々の位

置，世界の大陸や海洋

などについて，調べる

意欲をもつことがで

きるようにする。 

○地球の衛星写真や地図，地球

儀をもとに，日本や世界の大陸，

海洋について調べ，地図と地球

儀のそれぞれの特徴についても

話し合い，学習の見通しをもつ。

◆地球儀は面積・方位・距離な

どを正しく表すことができ，地

図は世界全体を見渡すことがで

きること。 

①衛星写真を見て，日本の位置

を見つけるとともに，世界の大

陸や海洋について気づいたこ

とを出し合う。 

②地球儀と地図，衛星写真を比

べ，グループで気づいたことを

話し合う。 

③地球儀と地図の特徴をまと

め，これからの学習の見通しを

もつ。 

【関】地図や地球儀を活用し

ながら，日本の国土や世界の

国々などについて，意欲的に

調べていこうとしている。

（行）（ノ） 

 
学習指導計画 小単元名：日本は世界のどこにある？ 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

世 界 を 一 周 し

てみよう 

上 P6～9 

【配時２】 

世界の主な大陸と海

洋，主な国の名称と位

置を調べるとともに，

地球上の位置を示す

緯度・経度・赤道など

について理解し，世界

の中の日本の位置関

係を調べられるよう

にする。 

○地図や地球儀を活用して，世

界の主な大陸や海洋，主な国の

名称と位置を調べたうえで，世

界の中の日本の位置や広がりに

ついて学習問題をつくり，世界

との位置関係を地球儀で調べ

る。 

◆世界には主に六つの大陸と三

つの海洋があり，さまざまな国

があること。また，地球上の位

置は緯度や経度で表されるこ

と。 

①教科書の写真を見て，知って

いる国を発表したり，気づいた

ことを発表したりする。 

②世界の主な大陸や海洋，主な

国の名称と位置，国旗につい

て，写真や地図，地球儀を見な

がら調べる。 

③世界の大陸や海洋について，

地図や地球儀を見てまとめ，世

界の中の日本の位置や広がり

について学習問題をつくる。 

④地図や地球儀に引かれてい

る緯度や経度，赤道について調

べる。 

⑤さまざまな国と日本との距

離や方位を地球儀の上で測る。 

【思】世界の主な国・大陸・

海洋と日本の位置関係や，日

本の領土の広がりについて，

学習問題や学習計画を考え，

表現している。（発）（ノ） 

 

【技】世界の主な大陸や海

洋，世界の主な国の名称と位

置，世界の中の日本の位置関

係などを地球儀や地図から

的確に読み取っている。ま

た，地球儀の上でおおまかな

方位や距離を確かめている。

（行）（ノ） 

日本の領土と

周りの国々 

上 P10～13 

【配時２】 

日本を構成する主な

島々や北方領土，日本

の東西南北の端，周り

の国々の位置につい

て調べ，日本の位置や

国土の広がりについ

て理解できるように

する。 

○日本の国土の位置や形，東西

南北の端や周りの国々の名称，

国旗，日本を構成する主な島々

をめぐる諸課題について調べ，

国土の特色をまとめる。 

◆日本はユーラシア大陸の東側

に位置していること，南北にの

びた列島であること，東西南北

の端の場所と名称，近隣の国々

の位置や国旗，領土をめぐる諸

課題があること。 

①衛星写真を見て，日本の国土

の位置や形について気づいた

ことを発表し合う。 

②日本の東西南北の端や周り

の国々の名称，国旗について調

べる。 

③北方領土，竹島，尖閣諸島を

めぐる諸課題について，資料を

読み取って捉える。 

④「まとめる」を参考に，日本

の国土の位置や広がりについ

てさまざまな表現を考え，ノー

トに書く。 

【知】日本の国土の位置や広

がり，領土をめぐる課題や国

旗の大切さについて理解し

ている。（発）（ノ） 

 

【思】世界の国々・大陸・海

洋の名称や方位などを用い

て，日本の国土の位置や広が

りの言い表し方を考え，的確

に表現している。（ノ）（テ）

  



小単元２ 日本の地形と気候 配当時間 ３時間 
教科書 ５上 

P14～19 

 
目  標 

 ●国土の地形や気候の様子を概観し，人々の暮らしとの関わり

やその特色について捉えさせる。 
 

 評価規準 

●観察・資料活用の技能 

地図や雨温図などの資料を活用して，日本の地形や気候の特色

を読み取ったり，調べたりしている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

日本の国土ではさまざまな自然の様子が見られることに気

づき，国土の地形や気候の特色について興味をもって調べよ

うとしている。  
  

●社会的な思考・判断・表現 
日本の地形や気候の特色，地域ごとの自然条件の違いについ

て，地形と気候との関係，季節風のはたらきなどから考え，

適切に表現している。 

●社会的事象についての知識・理解 

日本の国土には四季があることや，地域による地形や気候の違

い，国土全体の地形や気候の特色について理解している。 
 

 
指導・評価のポイント 

●本小単元では，日本の地形や気候の特色について捉えていく

が，ただ特色を読んで覚えるというのではなく，自分たちの

生活やさまざまな資料を関連づけながら，特色をつかんでい

くようにしたい。四季の変化や梅雨，台風などは，子どもた

ちも実生活の中で体験していることである。１年間の生活を

具体的に振り返らせて，それぞれの季節で暮らしにどのよう

な変化があるかを考えさせるようにしたい。 
●教科書には，日本の地形や気候の概要がつかめる地図資料

（地形は P16～17，気候は P18）が掲載されている。山脈

や平野などの名称を書き込ませて地形の分布を捉えさせた

り，雨温図と対比させて各地の気候の違いを捉えさせたりす

るとよい。また，これらの資料から読み取れたことを白地図

にまとめさせる活動も効果的である。 
●本小単元では，ある地域の気温と降水量を同時に示すグラフで

ある「雨温図」が初めて出てくる（教科書 P18）。この後の単

元の学習でも，雨温図は頻繁に出てくる資料であるので，丁寧

に読み取り方を指導したい。複数の地域の雨温図を比較させる

際には，なるべく横に並べて提示し，目盛りを揃えて比較しや

すいように配慮するとよい。 
●日本の国土の地形や気候の特色を自由に言い表す活動を設け，

思考・判断・表現の観点の評価に生かすとよい。南北に細長い

国土の形と季節の変化の違いを関連づけて表したり，季節風の

影響と冬の気候の違いを関連づけて表したり，学習したことを

生かして自分なりの表現が考えられているかを見取る。 
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5 

学習指導計画 小単元名：日本の地形と気候 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

変化の大きい

日本の自然 

上 P14～15 

【配時１】 

日本の国土には四季

の変化があることや，

地域や土地の高さに

よって気候に違いが

あることを捉え，日本

の地形や気候の特色

について調べる意欲

をもつことができる

ようにする。 

○日本の自然の変化の様子につ

いて，さまざまな資料から読み

取り，わかったことをまとめ，

学習問題を立てる。 

◆日本の国土では四季の変化が

見られ，地域や土地の高さによ

っても気候の違いが見られるこ

と。 

①四季の変化の様子を写真か

ら読み取り，季節によって自然

や暮らしの様子にどのような

違いがあるか話し合う。 

②地域による四季の変化の様

子の違いを資料から読み取り，

わかったことを話し合う。 

③地形による気候の違いを資

料から読み取り，わかったこと

をノートにまとめ，これから調

べる学習問題を立てる。 

【関】日本の国土ではさまざ

まな自然の様子が見られる

ことに気づき，国土の地形や

気候の特色について興味を

もって調べようとしている。

（発）（ノ） 

 

【思】国土の地形や気候の特

色について調べる学習問題

を考え，表現している。（発）

（ノ） 

さまざまな地形 

上 P16～17 

【配時１】 

地図帳や写真資料を

活用して日本の山脈

や山地，平野，川，海

岸線などの様子を調

べ，国土の地形の特色

について捉えること

ができるようにする。

○日本の地形の特色について，

地図帳や写真資料などから調

べ，気づいたことやわかったこ

とを話し合う。 

◆日本の国土は山地・山脈が多

く，海沿いには，平野や入り組

んだ海岸線も見られること。 

①「さまざまな地形の様子」の

図を見て，山脈や山地，平野，

盆地などの地形の違いを捉え

る。 

②地図帳を活用しながら，P16，

17 の地図で空欄になっている

山脈や山地，平野，川の名前を

調べる。 

③写真や地図などの資料をも

とに，日本の国土の地形の特色

について調べ，気づいたことや

わかったことを発表し合う。 

【技】教科書の地図資料や地

図帳から，国土の地形につい

ての必要な情報を読み取っ

ている。（行）（ノ） 

 

【知】地図や写真資料をもと

に，日本の国土の地形の特色

を捉えている。（発）（ノ） 

地域によってち

がう気候 

上 P18～19 

【配時１】 

日本の気候区分図や

各地の雨温図などの

資料を読み取ること

を通して，国土の気候

の特色について考え

ることができるよう

にする。 

○日本の気候の特色について，

雨温図や気候区分図，イラスト

などから調べ，気づいたことや

考えたことを話し合う。 

◆日本の気候は，国土の形や季

節風などの影響によって，北と

南，太平洋側と日本海側とで大

きな違いがあること。また，梅

雨や台風の影響も大きいこと。

①日本各地の雨温図と気候区

分図を読み取り，それぞれの地

域の気候の特色をつかむ。 

②夏と冬の季節風のイラスト

と本文から，季節風や梅雨，台

風などがもたらす日本の気候

への影響について考える。 

③日本の気候の特色について，

考えたことを発表し合う。 

④「まとめる」を参考に，日本

の国土の地形や気候の特色に

ついてさまざまな表現を考え，

ノートに書き表す。 

【技】雨温図や気候区分図，

イラストなどから，日本各地

の気候の特色を，季節風の影

響も関連づけて読み取って

いる。（発）（行） 

 

【思】調べたことをもとに，

日本の国土の地形や気候の

特色について考え，さまざま

な表現を用いて表している。

（ノ）（テ） 

  



小単元３ 自然条件と人々のくらし 配当時間 ８時間 
教科書 ５上 

P20～36／P38～49 

 
目  標 

 ●気候や地形などの自然条件の異なる地域の人々の生活を，自

分たちの住んでいる地域の生活と比べながら具体的に調べ，

国土の自然の特色や自然条件に適応して暮らしている人々

の工夫や願いを捉えさせる。 

 
 

 
 評価規準 

●観察・資料活用の技能 

気候や地形などの自然条件に特色のある地域について，写真

やグラフなどの資料から，自然条件の特色や人々の暮らしの

工夫や思いなどを読み取っている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

気候や地形などの自然条件と，人々の暮らしとの関わりにつ

いて関心をもち，自然条件に特色のある地域の様子について

意欲的に調べようとしている。 
  
●社会的事象についての知識・理解 

気候や地形などの自然条件に特色のある地域について，自然

条件の特色や人々の暮らしの工夫，抱えている課題や人々の

思いなどを捉えている。 

●社会的な思考・判断・表現 

気候や地形などの自然条件に特色のある地域の様子につい

て，人々の暮らしの工夫や産業を自然条件と関連づけながら

考えたり，暮らしをよくしようとする人々の思いや願いにつ

いて考えたりして，適切に表現している。  
 
指導・評価のポイント 

●自然条件に特色のある地域を調べるにあたっては，自分たち

の地域と比較することで，より各地の特色が際立ち，自然条

件と暮らしとの関わりについて具体的に捉えやすくなる。そ

こで，教科書 P21 の「やってみよう」を参考に，自分たち

の住む地域の気温と降水量，土地の高さを事前に調べ，各地

の様子と比較できるようにしておくとよい。また，産業につ

いては，第４学年までに身近な地域や自分が住む都道府県の

学習の中で触れた内容を生かしていきたい。 
●沖縄県（あるいは北海道），野辺山原（あるいは白根郷）の

農業や水産業について学習するが，細かい作業の内容や工夫

を深く掘り下げることよりも，本小単元のねらいにそくして

「自然条件をどのように生かしているか」「自然条件にどのよ

うに適応しているか」を調べることを重視するようにしたい。 
●評価についても，自然条件と人々の暮らしを結びつけて考え

られているかどうかが大きなポイントとなる。資料から読み

取れる家のつくりの工夫や産業の様子，土地改良の経緯など

から，「何のために工夫や改良をしてきたのか」「なぜその産

業を進めてきたのか」を考えさせるような問いかけをしたい。 
  

6 
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学習指導計画 小単元名：自然条件と人々のくらし 
※「暖かい地域」と「寒い地域」のどちらか，「高地」と「低地」のどちらかをそれぞれ選択して学習 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

気候や地形に

特色のある地

域をたずねて 

上 P20～23 

【配時２】 

気候や地形に違いが

見られる地域の様子

を写真から読み取り，

それらの自然条件と

人々の暮らしとの関

わりに関心をもち，学

習問題や調べる計画

を立てることができ

るようにする。 

○暖かい地域や寒い地域，高地

や低地など，自然条件に特色の

ある地域の様子の違いを写真か

ら読み取り，学習問題を立て，

調べる計画を立てたり予想し合

ったりする。 

◆日本には，気候や土地の高さ

などの自然条件に特色のある地

域があり，さまざまな違いが見

られること。 

①これまでの学習を踏まえ，沖

縄県・北海道，野辺山原・白根

郷の写真を見て，それぞれの自

然条件や人々の暮らしの様子

について気づいたことや疑問

に思ったことを話し合い，学習

問題を立てる。 

②自分たちの住む地域の自然

条件について「やってみよう」

を参考にまとめ，それを踏まえ

ながら，調べていく地域を決め

る。 

③学習問題を解決するために，

詳しく調べることと調べる方

法について考え，ノートにまと

める。 

④調べることについて，予想し

合う。 

【関】気候や地形などの自然

条件と，人々の暮らしとの関

わりについて関心をもち，自

然条件に特色のある地域の

様子について意欲的に調べ

ようとしている。（発）（行）

 

【思】自然条件に特色のある

地域について調べる学習問

題を立て，問題を解決するた

めに調べる内容と調べる方

法を考え，表現している。

（発）（ノ） 

冬 で も あ た た

かい沖縄県 

上 P24～25 

【配時１】 

沖縄県の位置や気候

の様子，家のつくりな

どについて資料をも

とに調べ，人々が自然

環境に合わせた生活

を営んでいることを

捉えることができる

ようにする。 

○さまざまな資料を読み取り，

沖縄県の気候の特色や，気候に

合わせた家のつくりの工夫につ

いて調べ，考えを話し合う。 

◆沖縄県は年間を通して温暖な

ことや，台風が多いといった気

候の特色があり，人々はその気

候に合わせて，昔から家のつく

りにさまざまな工夫をしている

こと。 

①地図から，沖縄県の位置や島

の広がりを確認する。 

②グラフや写真などの資料を

読み取り，沖縄県の気候の特色

について調べる。 

③気候の特色に合わせた家の

つくりの工夫について，写真や

イラストを読み取って調べ，気

づいたことや考えたことを発

表し合う。 

【思】沖縄県の気候の特色と

人々の住まいの工夫を関連

づけて考えている。（発）（ノ）

あたたかい気

候 を 生 か し た

産業 

上 P26～27 

【配時１】 

沖縄県で行われてい

る農業や水産業の様

子を調べ，沖縄県で

は，温暖な気候を生か

した産業が営まれて

いることを捉えるこ

とができるようにす

る。 

○沖縄県の気候に合わせた農業

や水産業についてさまざまな資

料をもとに調べ，まとめる。 

◆沖縄県では温暖な気候を生か

し，さとうきび，果物，花きな

どの農産物や，もずくなどの水

産物の生産・出荷がさかんであ

ること。 

①写真やグラフなどの資料か

ら，沖縄県の農業の特色を調べ

る。 

②写真やグラフなどの資料か

ら，沖縄県の水産業の特色を調

べる。 

③沖縄県の農業や水産業と，気

候との関わりについて話し合

い，ノートにまとめる。 

【技】グラフや写真資料を効

果的に活用し，沖縄県の農業

や水産業の特色について的

確に捉えている。（行）（ノ）

さ ん ご 礁 の 海

を求めて 

上 P28～29 

【配時１】 

さまざまな資料を読

み取ることを通して，

沖縄県の自然環境や

文化・歴史の特色，抱

えてきた課題につい

て捉え，そのなかで暮

らす人々の思いや願

いについて考えるこ

とができるようにす

る。 

○沖縄県の自然環境や文化・歴

史の特色，現在抱えている課題

などについて写真や地図などの

資料をもとに調べ，考えたこと

を話し合う。 

◆沖縄県には，気候の影響や外

国との関わりによって独自の文

化が見られることや，環境や歴

史の面から抱えてきた課題があ

ること。 

①写真資料や本文から，沖縄県

の環境や文化について調べ，気

候や外国との結びつきを捉え

る。 

②写真や地図などの資料を読

み取り，環境や歴史の面から沖

縄県が抱えている課題につい

て調べる。 

③沖縄県の自然や文化の特色

と，それらに対する人々の思い

や願いについて考え，話し合

う。 

【知】沖縄県の自然環境や文

化・歴史の特色，これまで抱

えてきた課題について捉え

ている。（発）（ノ） 

 

【関】これまでの学習を根拠

にして，沖縄県に暮らす人々

の思いや願いについて関心

をもって考えようとしてい

る。（発）（ノ） 
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高地に広がる

野辺山原 

上 P30～31 

【配時１】 

野辺山原の位置や土

地の様子について，地

図やグラフ，写真資料

などを活用して調べ，

野辺山原の土地の高

さや気候の特色を捉

えることができるよ

うにする。 

○さまざまな資料を読み取り，

野辺山原の土地の高さや気候と

の関係，高地の特色について調

べる。 

◆野辺山原は標高 1200ｍ以上に

位置する高地で，夏でも涼しい

気候であること。 

①野辺山原の自然条件の様子

や位置について，写真や地図，

雨温図から読み取り，気づいた

ことや疑問に思ったことなど

を話し合う。 

②地形図を読み取り，野辺山原

の地形の様子や，土地の高さと

冷涼な気候との関係について

考える。 

③写真や本文を読み取り，野辺

山原の観光などの特色につい

て調べる。 

【関】野辺山原の土地の高さ

や気候に関心をもち，そこに

住む人々の暮らしについて

意欲的に調べようとしてい

る。（発）（行） 

 

【技】雨温図や地形図の等高

線などから，野辺山原の自然

条件の特色を的確に読み取

っている。（行）（ノ） 

高地の自然を

生かした産業 

上 P32～33 

【配時１】 

野辺山原で行われて

いる野菜づくりや酪

農の様子を調べ，野辺

山原では，高地の自然

の特色を生かした産

業が営まれているこ

とを捉えることがで

きるようにする。 

○さまざまな資料を読み取り，

野辺山原の土地の高さを生かし

た産業の様子について調べ，産

業と自然条件との関係について

考える。 

◆野辺山原では，高地の冷涼な

気候を生かして，レタスやはく

さいなどの高原野菜づくりや酪

農がさかんに行われている。 

①写真やグラフなどの資料か

ら，高地の自然条件のもとでさ

かんな野菜づくりを調べる。 

②土地利用図や図表などの資

料を活用して，野辺山原の産業

の特色やその中で取り組まれ

てきた工夫について調べる。 

③高地の自然条件を生かした

野菜づくりや酪農について，わ

かったことや考えたことを話

し合う。 

【思】野辺山原の自然条件と

産業の特色を関連づけて考

えている。（発）（ノ） 

あれ地と寒さと

の た た か い を

乗りこえて 

上 P34～36 

【配時１】 

野辺山原の人々が懸

命に努力して荒れ地

を開拓し，現在のよう

な農業のさかんな土

地となっていること

を調べ，そこに暮らす

人々の思いや願いに

ついて考えることが

できるようにする。

○野辺山原を開拓してきた人々

の工夫や努力について，昔と今

を比較する資料や年表などをも

とに調べ，考えたことを話し合

う。 

◆野辺山原が現在のような農業

生産地になるためには，人々が

長い時間をかけ，冷涼な気候や

土地の条件を克服する努力を重

ねてきたこと。 

①野辺山原の開拓が始まった

頃の写真から，気づいたことや

疑問点について話し合う。 

②青木さんの話や開拓の年表

などを読み取り，開拓が進めら

れた当時の人々の工夫や努力

について考える。 

③グラフや本文などから，野辺

山原が全国有数の高原野菜の

産地となるまでの様子を捉え，

考えたことを話し合う。 

④「まとめる」を参考に，地形

や気候に特色のある地域の様

子について，さまざまな表現で

ノートに書き表す。 

【思】荒れ地だった野辺山原

が，現在のような高原野菜の

産地となるまでの人々の工

夫や努力，そこに込められた

思いや願いについて考えて

いる。（発）（ノ） 

 

【思】自然条件に特色のある

地域の様子について，自分た

ちの住む地域とも比較しな

がら，調べたことをもとに考

え，表現している。（ノ）（テ）

〈深める〉 

わ た し た ち の

住む国土をしょ

うかいしよう 

上 P37 

【配時２】 

日本の国土の位置や

広がり，自然の特色に

合わせた暮らしの様

子についてキャッチ

フレーズにまとめ，国

土の特色について考

えを深めることがで

きるようにする。 

○これまでの学習を振り返りな

がら，日本の国土について紹介

するキャッチフレーズを考えて

発表し合い，意見を交流する。

◆日本の国土は，その広がりや

形，自然条件などにおいて，さ

まざまな特色が見られること。

①日本の国土の特色を表すも

のとして，これまでの学習で心

に残っている資料を一つか二

つ選ぶ。 

②選んだ資料をもとに，日本の

国土について紹介するキャッ

チフレーズを作成する。 

③作成したキャッチフレーズ

を資料とともに紹介し合い，意

見を述べ合う。 

【思】選んだ資料の内容を根

拠にしてキャッチフレーズ

を考え，表現している。（発）

（ノ） 

 

【関】日本の国土の位置や広

がり，自然の特色に合わせた

暮らしの様子について，関心

をもって交流している。（発）

（行） 
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学習指導計画 せんたく：自然条件と人々のくらし 
※「暖かい地域」と「寒い地域」のどちらか，「高地」と「低地」のどちらかをそれぞれ選択して学習 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

〈せんたく〉 

寒さのきびしい

北海道 

上 P38～39 

【配時１】 

北海道の位置や気候

の様子，家のつくりな

どについて資料をも

とに調べ，人々が自然

環境に合わせた生活

を営んでいることを

捉えることができる

ようにする。 

○さまざまな資料を読み取り，

北海道の気候の特色や，気候に

合わせた暮らしの工夫について

調べる。 

◆寒冷な北海道の気候に合わせ

て，人々は住まいの工夫を行っ

ていること。雪が多く降る札幌

市では，除雪などを行い，事故

を防ごうとしていること。 

①地図から，北海道の位置や広

がりを確認する。 

②グラフや写真などの資料を

読み取り，北海道の気候の特色

について調べる。 

③気候の特色に合わせた家の

つくりの工夫，除雪の工夫など

について，写真やイラストなど

を読み取って調べ，気づいたこ

とや考えたことを発表し合う。 

【思】北海道の気候の特色と

人々の暮らしの工夫を関連

づけて考えている。（発）（ノ）

〈せんたく〉 

寒い気候を生

かした産業 

上 P40～41 

【配時１】 

北海道で行われてい

る農業や水産業の様

子を調べ，北海道で

は，寒冷な気候を生か

した産業が営まれて

いることを捉えるこ

とができるようにす

る。 

○北海道の気候に合わせた農業

や水産業についてさまざまな資

料をもとに調べ，まとめる。 

◆北海道では寒冷な気候を生か

した酪農やてんさい，じゃがい

もなどの畑作，海流の影響を生

かしたほたて養殖などの水産業

がさかんであること。 

①写真やグラフなどの資料か

ら，北海道の農業の特色を調べ

る。 

②写真や漁師の話などの資料

から，北海道の水産業の特色を

調べる。 

③北海道の農業や水産業と，気

候や海流との関わりについて

話し合い，ノートにまとめる。 

【技】グラフや写真資料を効

果的に活用し，北海道の農業

や水産業の特色について的

確に捉えている。（行）（ノ）

〈せんたく〉 

豊かな大自然

を求めて 

上 P42～43 

【配時１】 

さまざまな資料を読

み取ることを通して，

北海道の自然環境や

文化・歴史の特色，抱

えてきた課題につい

て捉え，そのなかで暮

らす人々の思いや願

いについて考えるこ

とができるようにす

る。 

○北海道の自然環境や文化・歴

史の特色，現在抱えている課題

などについて写真や地図などの

資料をもとに調べ，考えたこと

を話し合う。 

◆北海道には，他の地域では見

られない豊かな自然環境や，気

候と結びついた文化があると同

時に，歴史の面から抱える課題

があること。 

①写真や地図などの資料から，

北海道の自然環境や，気候と結

びついた文化の特色について

調べる。 

②写真や文章資料などを読み

取り，歴史の面から北海道が抱

えている課題について調べる。 

③北海道の自然環境や文化の

特色と，それらに対する人々の

思いや願いについて考え，話し

合う。 

【知】北海道の自然環境や文

化・歴史の特色，これまで抱

えてきた課題について捉え

ている。（発）（ノ） 

 

【関】これまでの学習を根拠

にして，北海道に暮らす人々

の思いや願いについて関心

をもって考えようとしてい

る。（発）（ノ） 
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〈せんたく〉 

低地に広がる

白根郷 

上 P44～45 

【配時１】 

白根郷の位置や土地

の様子について，地図

や写真などの資料を

活用して調べ，白根郷

の土地の低さや地域

の特色を捉えること

ができるようにする。

○さまざまな資料を読み取り，

白根郷の土地の低さや低地のま

ちの特色について調べる。 

◆白根郷は，信濃川と中ノ口川

に囲まれた，海抜０ｍ以下の土

地もある低地であること。 

①白根郷の土地の様子や位置

について，写真や地図から読み

取り，気づいたことや疑問に思

ったことなどを話し合う。 

②白根郷の地形図について，０

ｍ以下の土地に色を塗るなど

して読み取り，気づいたことを

話し合う。 

③イラストや写真などの資料

を読み取り，白根郷のまちの特

色について調べる。 

【関】白根郷の土地の低さに

関心をもち，そこに住む人々

の暮らしについて意欲的に

調べようとしている。（発）

（行） 

 

【技】地形図の等高線やイラ

ストなどから，白根郷の土地

の低さを的確に読み取って

いる。（行）（ノ） 

〈せんたく〉 

低地の自然を

生かした産業 

上 P46～47 

【配時１】 

白根郷で行われてい

る果物づくりや土地

利用の様子を調べ，白

根郷では，低地の自然

の特色を生かした産

業が営まれているこ

とを捉えることがで

きるようにする。 

○さまざまな資料を読み取り，

白根郷の土地の条件を生かした

農業の様子について調べ，産業

と自然条件との関係について考

える。 

◆白根郷では，低地の豊かな水

や土を生かして，稲作や果樹栽

培などの農業がさかんに行われ

ている。 

①写真資料や土地利用図から，

低地の自然条件のもとでさか

んな農業を調べる。 

②農家の話やイラストなどの

資料を活用して，白根郷の果樹

栽培の工夫について調べる。 

③イラストや文章資料から，水

害に備えた水田の工夫につい

て調べ，考えたことを話し合

う。 

【思】白根郷の自然条件と産

業の特色とを関連づけて考

えている。（発）（ノ） 

〈せんたく〉 

水 害 と の た た

かいを乗りこえ

て 

上 P48～49 

【配時１】 

白根郷の人々が懸命

に努力して低湿地を

改良し，現在のような

農業のさかんな土地

となっていることを

調べ，そこに暮らす

人々の思いや願いに

ついて考えることが

できるようにする。

○信濃川下流域で暮らす人々の

土地改良の努力や建物の工夫に

ついて，昔の様子がわかる資料

も活用して調べ，考えたことを

話し合う。 

◆白根郷が現在のような農業の

さかんな地域になるためには，

人々が長い時間をかけ，土地の

条件や水害を克服する努力を重

ねてきたこと。 

①信濃川下流域の昔の稲刈り

の写真から，気づいたことや疑

問点について話し合う。 

②長崎さんの話や大河津分水

路の写真や地図などをもとに，

土地の改良が進められた当時

の人々の工夫や努力について

考える。 

③写真や本文資料などをもと

に，水害から暮らしを守るため

に人々が取り組んできた工夫

を捉え，考えたことを話し合

う。 

【技】写真，地図，文章資料

などを効果的に活用し，白根

郷の土地改良の歴史につい

て捉えている。（行）（ノ） 

 

【思】低湿地だった白根郷

が，現在のような農業のさか

んな地域となるまでの人々

の工夫や努力，そこに込めら

れた思いや願いについて考

えている。（発）（ノ） 

  



大単元２ 食料生産を支える人々 配当時間 25 時間 
教科書 ５上 

P52～107 

 
目  標 

●食料生産に関する資料や地図，統計などの資料を収集したり，

適切なものを選択・活用したりして，国民生活を支える食料生

産の意味や，食料生産が自然と深い関わりがあることなどを多

面的に考えさせたり，表現させたりする。

●農業や水産業がさかんな地域の様子を具体的に調べ，食料生

産に携わる人々の生産を高めるための工夫や努力を理解す

るとともに，生産や輸送に関する費用や価格，自給率などに

も目を向け，日本の農業・水産業の現状と課題を捉えさせる。 

評価規準 

●観察・資料活用の技能 

地図や地球儀，統計などの資料を活用しながら，日本の農業や

水産業，さまざまな食料生産の現状や課題を読み取り，調べた

ことや考えたことを白地図や新聞，ノートなどにまとめたり，

表現したりしている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

日本の農業や水産業，さまざまな食料生産の様子に関心をも

ち，意欲的に調べるとともに，国民生活を支えている食料生

産の重要性や発展について考えようとしている。 
 

●社会的事象についての知識・理解 

さまざまな食料生産が国民の食料を確保するために重要な役

割を果たしていることや，その食料生産がさまざまな人々の工

夫や努力によって支えられていること，自然環境と深い関わり

をもって営まれていること，自給率や従事者の減少といった課

題があることについて理解している。 

●社会的な思考・判断・表現 

日本の農業や水産業，さまざまな食料生産の様子から学習問

題を見いだし，予想や，それを解決するための学習計画を立

てて取り組み，国民生活を支えている食料生産の重要性や自

然環境との深い関わりについて考え，適切に表現している。 
 
大単元の構成 
 

大単元の主題… 食料生産と，国民生活や自然環境との関連 

食料生産に従事する人々の工夫や努力 
 

オリエンテーション ③ 【主な学習内容】 

  ………………… 主な食料の産地の分布，土地利用 

１ 米づくりのさかんな地域 ⑨   

  ………………… 米づくりに携わる人々の工夫や努力 

  ………………… 日本の米づくりが抱える課題 

  ………………… 価格や費用，交通網 

２ 水産業のさかんな地域 ⑦   

〈せんたく〉野菜づくりのさかんな地域／岩手町のキャベツ

づくり／果物づくりのさかんな地域／肉牛飼育のさかんな

地域 

  

  

  

  ………………… 水産業に携わる人々の工夫や努力 

  ………………… 漁港と消費地を結ぶ運輸などのはたらき 

  ………………… 価格や費用，交通網 

  ………………… 日本の水産業が抱える課題，水産資源の保護 

３ これからの食料生産 ③   

  ………………… 食料自給率 

  ………………… 食料の安定確保の問題 

深める 

わたしたちの食生活について考えよう ③ 
  

○の中の数字は，配当時数。 
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小単元１ 米づくりのさかんな地域 配当時間 ９時間 
教科書 ５上 

P56～73 

 
目  標 

●日本の米づくりについて調べ，食料生産に携わる人々が生産

を高めるために工夫や努力をしていることや，自然環境を生

かしていること，生産や輸送の費用と米の価格への影響など

に目を向け，日本の米づくりの現状と課題を捉えさせる。 

 
 
 

 
評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

日本の米づくりの様子に関心をもち，その様子や課題につい

て意欲的に調べるとともに，国民生活を支えている農業の重

要性や発展について考えようとしている。 
 

●社会的な思考・判断・表現 

日本の米づくりの様子から学習問題を見出し，予想や，それ

を解決するための学習計画を立てて取り組み，国民生活を支

えている食料生産の重要性や農家の人々の工夫や思い，自然

環境との関わりについて考え，適切に表現している。 

●観察・資料活用の技能 
写真や地図，グラフなどの資料を活用しながら，日本の米づ

くり農家の工夫や抱えている課題などを読み取っている。 
 
●社会的事象についての知識・理解 

国民生活を支えている米づくりが，農家の人々のさまざまな

工夫や努力によって支えられていることや，米づくりと自然

環境との関わり，さまざまな課題に対応するための新たな取

り組みの大切さについて理解している。 
 

指導・評価のポイント 

●同じ米づくり農家でも，さまざまな規模の農家が存在する。

広い平野部で大規模な稲作を展開する農家もある一方で，山

地が多い日本の国土では，中山間地域の小さな水田で稲作を

行う農家が多い。教科書で取り上げている新潟県南魚沼市も，

いわゆる中山間地域に位置しており，平地は多くない。その

中で食味や安全性を高め，高付加価値の米づくりを行う農家

の姿は，日本全体の農業のこれからを考えるうえで，よい教

材となるであろう。米の消費量や農業従事者の減少，産地間

の競争といった事実も捉えつつ，米づくりに携わる人々の取

り組みや努力は何のために行われているのか，考えを深めさ

せるようにしたい。 

●本小単元の学習を通して，米づくりの副次的な価値について

学ぶことも大切である。水田は，食料生産の場としての役割

だけを担っているわけではない。教科書 P72 のような学習

を通して，国土の環境の保全に果たす水田の役割や，農村の

文化・技術の継承など，多面的に捉えさせたい。 
●日本の米づくりの中で進められている工夫や取り組みを，農

家の人の思いや願い，日本の米づくりが抱える課題などと関

連づけて考え，話し合ったりノートにまとめたりする活動を

設け，思考・判断・表現の観点の評価に生かすとよい。学習

してわかったことを根拠にして考えられているかが，大切な

ポイントである。 
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学習指導計画 大単元名：食料生産を支える人々 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

オリエンテーシ

ョン 

上 P52～55 

【配時３】 

自分たちが普段食べ

ている食材の産地や，

主な食料生産物の産

地を調べることを通

して，日本各地で食料

生産が行われている

ことを捉え，日本の食

料生産について興味

や関心をもち，調べて

いく意欲をもてるよ

うにする。 

○給食や家庭で普段食べている

食材がどこから来ているかにつ

いて調べる計画を立て，調べて

きたことを地図にまとめる。そ

の地図と食料生産物の主な産地

の資料とを比較しながら，気づ

いたことを発表し合い，食料生

産の分布にどのような特徴があ

るか話し合う。 

◆普段食べる食料は，日本各地

で行われている農業，水産業，

畜産業によって生産されている

こと。また，それらの食料生産

と気候などの自然条件との関連

や，日本全体の土地利用の様子

など。 

①食材が入っていた箱や袋，献

立表などをもとに，今日の給食

の食材や，その材料がどこから

来ているかを調べる。 

②「学びのてびき」を読み，普

段食べている食料がどこから

来ているかを調べる計画を立

てる。 

③普段食べている食料の産地

について，各自調べてきたこと

を，グループごとに「産地マッ

プ」にまとめる。 

④完成した産地マップを見た

り，教科書の資料と比べたりし

て，気がついたことを発表し合

う。 

⑤日本各地の食料生産がどの

ように行われているかを予想

し，これから調べていくことを

話し合う。 

【関】自分たちが普段食べて

いる食料の産地について意

欲的に調べ，食料生産がどの

ように行われているのか，興

味をもってこれから調べよ

うとしている。（発）（ノ） 

 

【思】食料生産物の産地の分

布について，気がついたこと

や疑問に思ったことを考え，

表現している。（発）（ノ） 

 
学習指導計画 小単元名：米づくりのさかんな地域 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

米づくりはどこ

で？ 

上 P56～57 

【配時１】 

米袋や都道府県別の

米の生産量の資料を

もとに，米づくりのさ

かんな地域はどこか

を捉え，その地域の米

づくりについて調べ

たいことを話し合い，

学習の見通しをもつ

ことができるように

する。 

○日本の米の生産がさかんな地

域はどこか，資料を読み取って

調べ，その地域での米づくりに

ついて調べたいことを話し合

い，学習問題を立てる。 

◆日本の各地で米づくりが行わ

れており，なかでも北海道や東

北地方，新潟県などで米の生産

量が多いこと。 

①農家の今井さんと米袋の写

真を見て，気がついたことを発

表し合う。 

②気候などの自然条件と関連

づけながら，米の生産量が多い

都道府県の位置を地図資料か

ら読み取って調べる。 

③新潟県南魚沼市の米づくり

について，知りたいことや調べ

たいことを話し合い，学習問題

をつくる。 

【関】自分たちが食べている

米は，どこでどのようにして

生産されているのか，関心を

もって調べようとしている。

（発）（行） 

 

【思】米づくりのさかんな地

域の特色，農家の工夫や努力

について調べる学習問題を

考え，表現している。（発）

（ノ） 

南魚沼 市って

どんなところ 

上 P58～59 

【配時１】 

写真や地図，雨温図な

どの資料から，南魚沼

市の自然条件や土地

利用の特色について

調べ，南魚沼市の米づ

くりが気候や土地の

特徴を生かして行わ

れていることを捉え

られるようにする。

○空中写真や雨温図，土地利用

図などをもとに，南魚沼市の土

地や気候の特色について調べ，

米づくりとの関係を捉える。 

◆南魚沼市は冬に雪の多い日本

海側の気候であり，その気候を

生かして米づくりを行っている

こと。また，中山間地域で行わ

れる米づくりであること。 

①空中写真や雨温図などをも

とに，南魚沼市はどのような地

形や気候なのかを調べ，自分の

住んでいる地域との違いを考

える。 

②南魚沼市の土地利用の様子

を地図資料から読み取り，気づ

いたことを話し合う。 

③南魚沼市の自然条件と米づ

くりとの関係について，ノート

にまとめる。 

【技】中山間地域であること

や日本海側の気候であるこ

となど，南魚沼市の自然条件

の特色について，空中写真や

雨温図，土地利用図などの資

料から読み取っている。（発）

（ノ） 
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今井さんの米

づくり 

上 P60～61 

【配時１】 

米づくりの 1 年間の

仕事の様子について

調べ，収穫までにさま

ざまな作業を行う必

要があることを捉え

られるようにする。

○今井さんの 1 年間の米づくり

の仕事の様子について，具体的

な資料をもとに調べる。 

◆今井さんは多くの水田を管理

し，たくさんの米を収穫してい

ること。また，春から秋の長い

期間にかけて，さまざまな仕事

を通して米はつくられているこ

と。 

①今井さんの米づくりについ

て，水田の規模や収穫量などを

つかむ。 

②１年間の米づくりの仕事の

様子について，自分たちが植物

を育てた経験をもとに予想す

る。 

③米づくりの 1 年間の仕事の

流れについて，写真や今井さん

の話を読み取って調べる。 

【知】米が収穫されるまでに

は，春から秋にかけて，さま

ざまな仕事があることを理

解している。（発）（ノ） 

おいしい米をつ

くるために 

上 P62～63 

【配時１】 

今井さんの一日の仕

事の様子について調

べ，安全や環境に配慮

した米づくりの工夫

や努力に気づくこと

ができるようにする。

○今井さんの一日の仕事のスケ

ジュールや米づくりの工夫につ

いて資料をもとに調べ，農家の

工夫や努力について話し合い，

まとめる。 

◆安全で良質な米づくりのため

に，たくさんの水田を一つ一つ

まわって水の管理をしているこ

とや，昔から受け継がれてきた

知識を生かした工夫，農薬や化

学肥料に頼らない工夫などをし

ていること。 

①田植えのあとから収穫まで

の期間，今井さんがどのような

一日を過ごしているか予想し，

スケジュール表から読み取る。 

②今井さんの話や写真資料な

どから，水の管理や農薬・肥料

の扱いに関する工夫を読み取

る。 

③今井さんが仕事をするなか

で，気をつけていることや，そ

の理由などを考えて話し合い，

まとめる。 

【思】環境への影響に配慮し

た米づくりや，昔ながらの知

識を生かした米づくりの様

子を読み取り，米づくりに携

わる人がどのような思いを

もっているかについて考え，

表現している。（発）（ノ） 

変 わ っ て き た

米づくり 

上 P64～67 

【配時２】 

短い労働時間で多く

の収穫を得るために

行われてきた取り組

みについて調べ，米づ

くりに携わる人々の

工夫や努力を捉える

ことができるように

する。 

○昔と比べて短い労働時間で多

くの収穫が得られるようになっ

てきたことをグラフから読み取

り，その理由を予想したうえで

調べ，わかったことを話し合い，

まとめる。 

◆機械化，耕地整理，品種改良

などの工夫や努力が行われてき

たことで，米づくりが短い労働

時間で多くの収穫を得られるよ

うになってきたこと。 

①10a 当たりの米の生産量と

労働時間の変化をグラフから

読み取り，気がついたことを発

表し合う。 

②時間をかけずに多くの米を

収穫できるようになった理由

を予想する。 

③予想に基づいて，テーマごと

にグループに分かれて調べる。 

④調べたことを発表し合い，時

間をかけずに多くの米を収穫

できるようになった理由につ

いて，ノートにまとめる。 

【思】短い労働時間で多くの

米を生産できるようになっ

た理由について，根拠をもっ

て予想し，表現している。

（発）（ノ） 

 

【技】短い労働時間で多くの

米を生産するために，米づく

りに携わる人々がこれまで

さまざまな工夫や努力をし

てきたことを，資料から的確

に読み取り，まとめている。

（発）（行）（ノ） 

今井さんの心

配 

上 P68～69 

【配時１】 

米の消費量の減少，農

業従事者の減少，国産

と外国産の価格競争

といった日本の米づ

くりの課題について

調べ，日本の米づくり

農家の抱える課題に

ついて捉えることが

できるようにする。

○米の生産量と消費量の変化を

グラフから読み取るとともに，

日本の米づくりの現状について

具体的な資料から調べ，日本の

米づくりが抱える課題について

考える。 

◆日本の米づくりが抱える課題

として，米の消費量の減少，農

業従事者の減少，外国産との価

格競争などがあること。 

①米の生産量と消費量がどの

ように変化してきたか，グラフ

から読み取る。 

②今井さんの話やグラフなど

の資料をもとに，農家の人が心

配していることについて考え，

話し合う。 

③国産の米と外国産の米の価

格がどれぐらい違うのか，写真

とグラフから調べ，外国産の米

が輸入されたらどのような影

響があるか，考える。 

【知】写真やグラフなどの資

料から事実を正確に読み取

り，日本の米づくりには，ど

のような課題があるのかを

捉えている。（発）（ノ） 
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こ れ か ら の 米

づくりは？ 

上 P70～71 

【配時１】 

米づくりのさまざま

な課題を解決するた

めの取り組みについ

て調べ，これからも生

産を続けていこうと

する農家の人たちの

工夫や努力，思いにつ

いて捉えることがで

きるようにする。 

○さまざまな資料から，米づく

りに携わる人たちの工夫や努力

について読み取り，そこに込め

られた思いについて話し合う。

◆米づくりに携わる人たちは，

安全性や環境に配慮した米づく

り，産地直送，生産組合や会社

化による費用の削減などに取り

組み，生産を続けようとしてい

ること。 

①農業体験の写真から，農家の

人たちがなぜこうした取り組

みをしているかを予想する。 

②今井さんの話や産地直送の

図などの資料を読み取り，農家

の人たちが米づくりを続ける

ためのさまざまな取り組みに

ついて調べる。 

③それぞれの取り組みに込め

られた農家の人たちの思いに

ついて考え，話し合う。 

【思】安全性や環境に配慮し

た米づくり，産地直送，生産

組合や会社化による費用の

削減などの取り組みについ

て調べたことをもとに，米づ

くりに携わる人たちが課題

を乗り越え生産を続けてい

くために，さまざまな工夫や

努力をしていることを考え，

表現している。（発）（ノ） 

米づくりにこめ

られた思い 

上 P72～73 

【配時１】 

これまで学んできた

米づくりの様子や今

井さんの話から，水田

が地域に果たす役割

を捉えるとともに，米

づくり農家の思いや

願いについて考える

ことができるように

する。 

○これまでの学習を振り返りな

がら，今井さんの話をもとに米

づくりや水田が果たす役割につ

いて捉え，米づくり農家の思い

や願いについて考える。 

◆農家の人たちは，米づくりが

地域の伝統や国土を守ることに

もつながるという考えももちな

がら，米づくりに取り組んでい

ること。 

①これまで学んできた米づく

りの様子を振り返り，今井さん

が米づくりの中で大切にして

いることは何か考え，発表し合

う。 

②今井さんの話を読み取り，米

づくりや水田が果たす役割を

つかむ。 

③今井さんがどのような思い

や願いをもって米づくりをし

ているか，話し合って考える。 

④「まとめる」を参考に，米づ

くりに励む人々が進める工夫

や努力，そこに込められた思い

について，自分の考えをノート

に書く。 

【思】米づくりの生産の様子

や水田の果たす役割などを

もとに，農家の人たちの思い

や願いについて考え，表現し

ている。（発）（ノ） 

 

【思】米づくりに携わる人た

ちのさまざまな課題と，それ

に対応した取り組みについ

て，調べたことをもとに考

え，表現している。（ノ）（テ）

  



小単元２ 水産業のさかんな地域 配当時間 ７時間 
教科書 ５上 

P74～87 

 
目  標 

●水産業が加工や運輸などの仕事と密接に関わっていること

や，費用との関係，水産資源や自然環境を守りながら漁業を

進めていることに気づかせ，これからの水産業のあり方を考

えさせる。 

●水産業がさかんな地域について調べ，その地域の自然条件や，

水産業に携わる人々の工夫や願いを捉えさせる。 
 
 

 

評価規準 

●観察・資料活用の技能 

水産業に関する写真や地図，統計などの資料を目的に合わせ

て収集・選択し，的確に読み取っている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

自分たちが食べている水産物の産地や日本の水産業につい

て関心をもって意欲的に調べ，自分たちの食生活を支えてい

る水産業が今後どのようになっていくとよいのかを考えよ

うとしている。 
 

 

●社会的な思考・判断・表現 
中陳さんの漁の様子から疑問に思ったことや調べたいこと

を考え，表現している。また，水産業に携わる人々の仕事の

工夫や願い，安定して水産資源を確保していくために必要な

ことなどについて，資料や調べたことをもとに考え，適切に

表現している。 

●社会的事象についての知識・理解 

日本の水産業がさかんな地域の様子や，水産業に携わる人々

の仕事の工夫，日本の水産業の現状や安定的に漁業を進めて

いく養殖業や栽培漁業の取り組みについて理解している。 
 

 
指導・評価のポイント 

●さんまの漁獲から加工，出荷まで，人や場所が変わっても一

貫して鮮度を保つ努力が続けられていることに気づかせた

い。そのためには，各時間の学習内容をつなげ，一連の流れ

として捉えさせる配慮が必要である。各時の導入で，「この

前は，さんまがどこまで来ていたかな？」などと問いかけ，

前時からつなげて生産・出荷の過程を追うことができるよう

にする。 
●「とる漁業」と「育てる漁業」の違いをしっかりつかませる

ようにしたい。そのためには，まず米づくりとさんま漁の異

なる点を考えさせるのも効果的である。米づくりでは，人の

手で一から稲を育てて収穫するのに対し，さんま漁では，さ

んまの育成に人の手は加わらず，海（自然）の中で育ったさ

んまを漁獲する。このような「とる漁業」の前提を把握して

おくと，人の手によって水産物を育てて増やす養殖業・栽培

漁業との違いもわかりやすくなり，水産資源の保護・自然環

境の保全の必要性についても捉えやすくなる。 
●安全で質のよい水産物を食べ続けるために必要なことを，学

習したことをもとに考え，話し合ったりノートにまとめたり

する活動を設け，思考・判断・表現の観点の評価に生かす。

安全性や鮮度を保つ取り組みや工夫，水産資源や自然環境を

守る取り組みを具体的に挙げ，結びつけて考えているかが大

切なポイントである。 
  

16 
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学習指導計画 小単元名：水産業のさかんな地域 
※「水産業のさかんな地域」か，上 P90～95 の各内容のいずれかを選択して学習 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

魚はどこでとれ

るのか 

上 P74～75 

【配時１】 

自分たちの食べてい

る水産物の名前や産

地を調べ，日本の水産

業について興味や関

心をもち，調べようと

する意欲をもつこと

ができるようにする。

○身近な水産物の産地を調べる

とともに，主な海流と水あげが

多い漁港との関係などについて

考えることを通して，学習問題

をつくる。 

◆普段食べている水産物は日本

のさまざまな地域から届けられ

ており，水あげの量や種類は海

流などの自然条件と関係がある

こと。 

①普段食べている水産物を発

表し合う。 

②発表で出た水産物の産地を，

値札やパックなどをもとに調

べ，白地図などにまとめる。 

③資料を読み取り，主な漁港の

位置や，海流と水あげが多い漁

港との関係について話し合い，

学習問題をつくる。 

【関】自分が食べている水産

物が，どこで，どのようにし

てとられているのか，関心を

もって調べようとしている。

（発）（行） 

 

【思】水産業に携わる人々の

工夫や努力について調べる

学習問題を考え，表現してい

る。（発）（ノ） 

中陳さんのさん

ま漁 

上 P76～77 

【配時１】 

さんまをとる中陳さ

んの仕事の様子から，

水産業について調べ

ていきたいことを話

し合い，さまざまな工

夫をしながらさんま

漁を進めていること

を調べて捉えられる

ようにする。 

○中陳さんのさんま漁につい

て，イラストの読み取りをもと

に調べることを決めたあと，さ

まざまな資料をもとに，漁の工

夫について具体的に調べる。 

◆さんま漁の漁師は経験を生か

しながら，集魚灯，ソナーなど

を活用して魚を効率的にとると

ともに，鮮度を保つための工夫

をしていること。 

①中陳さんがどのようにして

さんまをとっているのか，イラ

ストを見て気づいたことを話

し合う。 

②さんまをとる中陳さんの仕

事について，調べたいことを話

し合い，ノートに書く。 

③中陳さんの話や写真資料な

どをもとにしながら，さんま漁

の工夫を調べ，ノートにまとめ

る。 

【思】中陳さんの漁の様子か

ら疑問に思ったことや調べ

たいことを考え，さんま漁の

工夫や，鮮度を保ったまま運

ぶための工夫について調べ

たことを表現している。（発）

（ノ） 

水産業の基地

をたずねて 

上 P78～79 

【配時１】 

根室港の様子や出荷

に向けての仕事を調

べ，さんまの出荷に携

わる人々の工夫や努

力，出荷にかかる費用

と値段の関係につい

て，捉えることができ

るようにする。 

○写真や働く人の話を通して，

根室港に水あげされたさんまの

ゆくえについて調べ，加工工場

で働く人たちの工夫や努力，値

段の決まり方やかかる費用など

について話し合う。 

◆水産物が水あげされてから出

荷されるまでにはさまざまな仕

事があり，鮮度や安全性を保つ

工夫をしていること。また，水

産物の質や水あげ量によって値

段が決められ，仕事にかかるさ

まざまな費用にあてられている

こと。 

①写真やグラフをもとに，水産

業がさかんな根室の港や地域

の様子を調べる。 

②港での作業の写真を読み取

り，水あげされたさんまのゆく

えを調べる。 

③出荷に向けた作業の中で，ど

のような費用がかかっている

か考え，話し合う。 

④加工工場の人の話を読み取

り，そこで働く人たちの工夫や

努力について話し合う。 

【知】水あげしたさんまを新

鮮なまま出荷するために，さ

まざまな仕事の工夫や努力

があることや，それらの作業

には費用がかかること，さん

まの値段の決まり方につい

て理解している。（行）（ノ）

さんまのゆくえ 

上 P80～81 

【配時１】 

さんまが港から自分

たちのもとに届くま

での様子を調べ，産地

と消費地を結ぶ流

通・輸送のはたらきに

ついて捉えることが

できるようにする。

○さんまが産地から消費地まで

どのように運ばれるのかをさま

ざまな資料をもとに調べ，運送

会社の人たちの工夫や努力，輸

送手段やかかる費用の違いにつ

いて考える。 

◆産地から消費地までにはさま

ざまな仕事があり，鮮度を保つ

ために輸送の方法を工夫してい

ること。 

①水あげされたさんまが産地

から消費地までどのように運

ばれるのか，写真や表を読み取

って調べる。 

②運送会社の人がどのような

工夫や努力をしているか，話を

もとに考える。 

③さんまのさまざまな輸送手

段を資料をもとに調べ，それぞ

れの長所や短所について，速さ

や費用の面から考える。 

【技】さんまが消費地に届く

までには，さまざまな仕事や

輸送の方法があり，それぞれ

の輸送手段の利点を生かし

て，水産物が運ばれているこ

とを資料から読み取ってい

る。（発）（行） 
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世界の中の日

本の漁業 

上 P82～83 

【配時１】 

北方領土と漁業の制

限，水産資源の減少な

どについて調べ，漁業

に携わる人たちの願

いについて考えるこ

とができるようにす

る。 

○根室の漁業と北方領土の関係

や，日本の漁業の現状について

さまざまな資料を読み取って調

べ，漁業に携わる人たちの願い

について考える。 

◆漁場の制限や水産資源の減少

によって，日本の漁業の生産量

は減ってきていること。 

①中陳さんの話などを読み取

り，根室の漁業と北方領土との

関係について調べる。 

②地図やグラフなどを読み取

り，日本の漁業の現状について

調べる。 

③中陳さんの話をもとに，漁業

に携わる人たちの願いについ

て考え，話し合う。 

【思】中陳さんの話などか

ら，漁業が抱えている課題に

ついて調べたことをもとに，

漁業に携わる人たちの願い

について考え，表現してい

る。（発）（ノ） 

育てる漁業に

はげむ人々 

上 P84～85 

【配時１】 

自然環境を生かした

かんぱち養殖につい

て調べ，質がよく安心

な魚を安定して育て

る養殖業の工夫や努

力に気づくことがで

きるようにする。 

○かんぱち養殖の仕事やえさや

りの工夫について資料を通して

調べ，養殖業に携わる人たちの

願いについて話し合う。 

◆養殖業は自然環境を生かしな

がら，えさやりなどを工夫する

ことで，安定して魚を育てるこ

とができるようにしているこ

と。 

①鹿児島県垂水市の位置や自

然条件について調べる。 

②かんぱち養殖の仕事やえさ

やりの工夫について，写真など

の資料をもとに調べる。 

③平野さんの話から，養殖業に

携わる人たちが心がけている

ことについて考え，話し合う。 

【知】複数の資料から読み取

ったことをもとに，安心な魚

を安定して育てるための養

殖業の工夫について捉えて

いる。（発）（ノ） 

水産資源を守

る人々 

上 P86～87 

【配時１】 

安定した漁業生産を

目ざした稚魚育成や

栽培漁業の取り組み

について調べ，今後の

水産業のあり方につ

いて考えることがで

きるようにする。 

○かんぱちの稚魚育成や栽培漁

業の取り組みを調べ，水産資源

を守る工夫や願いを考えるとと

もに，これからの水産業につい

て話し合う。 

◆安定した漁業生産のために，

自然環境を守りながらさまざま

な取り組みがなされているこ

と。 

①かんぱちの稚魚を育てて出

荷する仕事について，写真など

の資料をもとに調べる。 

②外薗さんの話をもとに，安定

して魚を育てる理由や外薗さ

んの願いについて考える。 

③水産資源を守る他の取り組

みについて調べ，これからの水

産業について話し合う。 

④「まとめる」を参考に，安全

でおいしい水産物を届ける水

産業を続けるために必要なこ

とについて考え，ノートに書

く。 

【思】安定して水産資源を確

保していくためのさまざま

な取り組みについて調べた

ことをもとに，これからの水

産業のあり方について考え，

表現している。（ノ）（テ） 

  



小単元３ これからの食料生産 配当時間 ３時間 
教科書 ５上 

P96～101 

 
目  標 

●日本の食料生産が抱えている問題を調べ，食料を安定的に確

保する必要性やこれからの食料生産のあり方について考え

させる。

 

評価規準 

●観察・資料活用の技能 

食料の輸入量の変化や自給率の低さなど，日本の食料生産の

現状や課題について，グラフや写真を通して適切に読み取っ

ている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

日本の食料生産が抱えている問題を意欲的に追究し，これか

らの食料生産や食生活のあり方についても関心をもって考

えている。 
  

●社会的事象についての知識・理解 

日本の食料生産の現状や課題を捉え，食料を安定して確保し

ていくことの大切さを理解している。 

●社会的な思考・判断・表現 

日本の食料生産が抱えている問題について調べ，これからの

食料生産のあり方や，安定して食料を確保していくうえで不

安な点や大切な点について考えたり，ノートに表現したりし

ている。 
 
 

 

指導・評価のポイント 

●本小単元は，これまでの食料生産の学習のまとめとしても位

置づけられる。食料の安定確保，食料の輸入の増加という問

題は，国内で食料生産を続ける人々の姿を抜きにしては考え

られない。実際に，米づくりの学習でも外国産米との競争に

ついて触れており（教科書 P69），水産業の学習でも水産物

の輸入の増加について触れている（教科書 P83）。以前の学

習とも結びつけることで，これらの問題をより具体的に，多

面的に考えることができる。 

●本小単元では，日本の食料自給率の低さ，輪入依存度の高さ

を捉え，それに伴う課題を考えていくが，同時に輸入食材の

おかげで自分たちの豊かな食生活が成り立っていることも

捉えさせ，「輸入は悪いことだ」と決めつけることのないよ

うに留意したい。輸入そのものが問題なのではなく，安全性

が確認できない場合や国内生産とのバランスが損なわれて

しまう場合などが問題なのだという認識をもてるようにし

たい。 
●本小単元では，複数のグラフが資料として出てくる。読み取

りの時間を十分に確保し，的確に情報を読み取れているかど

うかを技能の観点から評価する。

●食料の安定確保というテーマについて，子どもに身近なかた

ちで考えさせるように配慮する。身近な外食やファストフー

ドの材料，給食の食材などの産地をもとに，日本の輸入の実

態や，世界も含めた食料生産のあり方について考えさせたい。 
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学習指導計画 小単元名：これからの食料生産 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

輸 入 さ れ る 食

料 

上 P96～97 

【配時１】 

身近な食料の自給率

や食料の輸入が増え

た理由などを調べ，こ

れからの食料生産を

どのように進めれば

よいかについて関心

をもって考えること

ができるようにする。

○身近な食べ物の自給率をグラ

フから調べたり，食料の輸入が

増えた理由を資料から読み取っ

たりしながら，食料自給率の低

さについて考え，学習問題を立

てる。 

◆身近な食料の中には，外国か

らの輸入に頼っているものも多

く，自分たちの現在の食生活は

国内産だけでなく外国産の食料

によっても支えられているこ

と。 

①自分たちの食生活において，

輸入された食料はどれぐらい

あるのかを複数のグラフから

調べる。 

②食料の輸入が増えた理由に

ついて，資料を読み取って考え

る。 

③外国産の食料が全く入って

こなくなったらどのような生

活になるかを考え，学習問題を

立てる。 

【関】もし外国産の食料が入

ってこなくなったらどうな

るか想像し，これからの食料

生産のあり方について関心

をもって考えようとしてい

る。（発）（ノ） 

 

【思】食料の輸入が増えてき

たことを踏まえ，食料生産に

与える影響や，食料の安定確

保について調べる学習問題

を考え，表現している。（発）

（ノ） 

豊かな食生活

のうらで 

上 P98～99 

【配時１】 

豊かな食生活の背景

にある食料輸入の影

響について，さまざま

な資料をもとに調べ，

その課題について捉

えることができるよ

うにする。 

○食料の輸入が増えることでど

のような影響がもたらされるの

か，グラフや写真を読み取って

調べ，まとめる。 

◆食生活の変化とともに食料の

輸入も増えたこと。また，食料

の輸入の増加が国土や世界の環

境に与える影響や，安全性，輸

入が止まったときのリスクなど

のさまざまな課題があること。

①食料消費量や耕地面積の変

化のグラフを読み取り，食料の

輸入が増えたこととの関係に

ついて考える。 

②食料を輸入することに伴う

課題について，農家の人の話や

写真資料などをもとに調べる。 

③食料の輸入が増えることで

気をつけなければいけないこ

とについて，調べたことをもと

にまとめる。 

【技】食料の輸入が増えるこ

との影響や課題について，グ

ラフや写真などのさまざま

な資料から的確に読み取っ

ている。（発）（ノ） 

 

【知】国内の食料生産に与え

る影響，安全性や環境への配

慮，輸入が止まったときのリ

スクなど，食料の輸入に伴う

さまざまな課題を捉えてい

る。（発）（ノ） 

食 料 を 安 定 し

て 確 保 す る た

めに 

上 P100～101 

【配時１】 

食料生産に携わる

人々の新たな工夫や

努力，地産地消の取り

組みなどについて調

べ，これからも日本で

食料生産を続け，食料

を安定して確保する

ためにどうすればよ

いか，考えることがで

きるようにする。 

○これまで学習してきたことや

資料をもとに，食料生産に携わ

る人々の工夫や努力，身近な食

生活について話し合い，食料の

安定確保のために大切なことと

心配なことについて，自分の考

えをまとめる。 

◆食料の安定確保のためには，

食料生産を続けるためのさまざ

まな工夫や努力，地産地消の取

り組みなどを通じた食生活の見

直しが大切であること。 

①これまでの学習を振り返り，

食料生産に携わる人々が生産

を続けるためにどのような工

夫や努力をしていたか，話し合

う。 

②食料生産に携わる人々の生

産を続けるための工夫や努力

について，写真やグラフを読み

取って調べる。 

③「地産地消」の考え方を捉え，

自分たちの身近な食生活につ

いて話し合う。 

④「まとめる」を参考に，食料

の安定確保について，自分の考

えをまとめる。 

【関】安定して食料を確保し

ていくためのさまざまな取

り組みについて意欲的に調

べ，これからの食料生産や食

生活のあり方について関心

をもっている。（発）（ノ） 

 

【思】安定して食料を確保し

ていくうえで不安な点や大

切な点について，調べたこと

をもとに考え，表現してい

る。（ノ）（テ） 
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〈深める〉 

わ た し た ち の

食生活につい

て考えよう 

上 P102～103 

【配時３】 

これまでの学習を振

り返りながら，自分た

ちの今後の食生活に

ついての考えを根拠

となる事実とともに

新聞にまとめ，お互い

に意見を交流し合う

ことを通して，考えを

深めることができる

ようにする。 

○これまでの学習を振り返り，

大切だと思ったことを一文にま

とめ，根拠となる事実を選び，

新聞をつくる。新聞の内容を交

流し合い，感じたことや考えた

こと，新たに気づいたことをノ

ートにまとめる。 

◆日本の食料生産と自分たちの

食生活のあり方はつながってお

り，日頃の食生活においてもそ

のような意識をもつことが大切

であること。 

①食料生産を支える人々の学

習を振り返りながら，自分たち

の食生活を見直すうえで大切

だと思ったことを一文にまと

める。 

②自分の考えの根拠となる事

実を，これまで学習してきたこ

とから選び，新聞にまとめる。 

③少人数のグループ内で，それ

ぞれの新聞の内容を発表し合

い，質問したり意見を交流した

りする。 

④話し合いを終えて感じたこ

とや考えたこと，新たに気づい

たことをノートにまとめる。 

【技】読み手のことを考え

て，グラフや写真などの資料

を活用したわかりやすい新

聞紙面の表現をしている。

（行）（ノ） 

 

【思】根拠となるような事実

を選び出して自分の考えを

まとめ，他の子どもとの交流

を通して，自分の考えが深ま

ったり，新たに気づいたりし

たことなどをノートにまと

めている。（発）（ノ） 

  



大単元３ 工業生産を支える人々 配当時間 27 時間 
教科書 ５上 

P108～157 

 
目  標 

●工業生産に関する文章や写真からの情報，地図や地球儀，統

計などの資料を収集・選択し，さまざまな製品をつくり国民

生活を支える工業生産の役割について，貿易・運輸のはたら

きなどと関連させながら考えを深めさせる。

●工業がさかんな地域の様子を具体的に調べ，工業生産に携わ

る人々が生産を高める工夫や努力をしていることや，日本の

工業の特色や課題などを捉えさせる。 
 

評価規準 

●観察・資料活用の技能 

さまざまな工業生産の様子や課題，貿易や海外生産の様子に

ついて，地図や地球儀，グラフなどの資料を活用して適切に

読み取り，ノートなどにまとめている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・身近な工業製品を手がかりにして，自動車工場をはじめとし

た工業生産の様子に関心をもち，意欲的に調べようとしてい

る。 
●社会的事象についての知識・理解 ・国民生活を支える工業生産の発展について，関心をもって考

えようとしている。 ・自動車をはじめ，さまざまな工業製品が生活の中では使われ

ており，工業生産が，国民生活を支える重要な役割を果たし

ていることを理解している。 
●社会的な思考・判断・表現 

・自動車づくりの様子や工業製品を通した海外との結びつきな

ど，工業生産の様子について学習問題や予想，学習計画を考

え，適切に表現している。 
・工業の種類や工業地域の分布など，日本の工業の特色につい

て理解している。 
・工業生産に携わっている人々の工夫や努力，工業生産を支え

る貿易や運輸などのはたらきを理解している。

・工業生産の様子と国民生活とを関連づけて，工業生産が国民

生活を支えるために果たしている役割について考え，適切に

表現している。 
 

大単元の構成 

 
大単元の主題… 工業生産と国民生活との関連，運輸や貿易，海外生産 

工業生産に従事する人々の工夫や努力 
 

    

オリエンテーション ① 【主な学習内容】 

    

   

１ 自動車づくりにはげむ人々 ⑬   

   

  ………………… 自動車生産に携わる人々の工夫や努力 

  ………………… 価格や費用，交通網 

   

２ 世界とつながる日本の工業 ⑤   

  

日本の工業生産と密接に関わる，貿易や海外生産の現

状と課題 
  …………………

  

   

３ 工業の今と未来 ⑥   

   

  ………………… 各種の工業生産の割合，工業地域の分布 

  ………………… 中小工場のものづくり 

    

深める 

日本の工業生産の未来を考えよう ② 
  

○の中の数字は，配当時数。 
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小単元１ 自動車づくりにはげむ人々 配当時間 13 時間 
教科書 ５上 

P110～131 

 
目  標 

●自動車の設計から組み立てまでの仕事，シートづくりの仕事

について調べ，工場で働く人たちの工夫や努力，願いを捉え

えるとともに，自動車工場と関連工場との結びつきについて

気づかせる。 
 
 

●完成した自動車を運ぶ仕事について調べ，輸送に携わる人た

ちの工夫や努力，願いを捉えさせるとともに，工業生産を支

える運輸のはたらきに気づかせる。 
●自動車に乗る人たちの願いについて調べ，それに応えるため

に利便性や安全性，環境に配慮した自動車づくりが進められ

ていることに気づかせる。 
 
評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

自動車づくりの仕事やそれに関わる人たちの工夫や努力に

ついて関心をもち，意欲的に調べようとしている。また，こ

れからの自動車づくりについても，意欲的に考えようとして

いる。 
 
●社会的な思考・判断・表現 

自動車づくりの様子について問いをもち，予想して，それら

を適切に表現している。また，自動車づくりに関わる仕事の

さまざまな工夫や努力について，資料や調べたことをもとに

考え，適切に表現している。これからの自動車づくりについ

ても，自動車に乗る立場（消費者），自動車をつくる立場（開

発者・生産者）の両面から考え，適切に表現している。 

●観察・資料活用の技能 

自動車の生産の様子や工場の立地，運輸の様子などについて，

地図や自動車会社のウェブサイト，パンフレットなど，さま

ざまな資料を適切な方法で収集し，読み取っている。 
 
 

●社会的事象についての知識・理解 

自動車の生産や輸送における工夫や努力に気づき，生産の主

な工程や，自動車工場と関連工場との結びつき，交通網の広

がりについて理解している。また，自動車は消費者の要望に

基づいてつくられていること，これからは，地球環境に配慮

した自動車づくりも重要であることを理解している。 
 

  

指導・評価のポイント 

●本小単元は，比較的長い期間にわたって展開することから，

追究過程での学習意欲の持続について留意する必要がある。

自動車工場や部品工場の見学活動を効果的に取り入れ，映像

資料などとも組み合わせながら，学習を意欲的・主体的に進

めていけるようにしたい。また，見学などを通して新たに出

た疑問を整理し，さらなる追究につなげていくような展開も

心がけたい。 

●工場の立地条件や，消費者のニーズと生産者の工夫や努力と

の関係など，諸事象を関連づけて考えさせることのできる場

面はいくつもある。考えを発表したり表などにまとめたりす

る活動を設け，思考・判断・表現の観点の評価に生かしたい。 
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学習指導計画 大単元名：工業生産を支える人々 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

オリエンテーシ

ョン 

上 P108～109 

【配時１】 

身のまわりの工業製

品に興味・関心をも

ち，自動車をはじめと

する工業製品が暮ら

しに欠かせないもの

だということを捉え，

自動車づくりについ

て調べる意欲をもつ

ことができるように

する。 

○身のまわりにある工業製品

や，自動車をもっている家庭の

割合が多いことを調べ，自動車

がどのように生産されているの

かを予想し，これから学んでい

こうとする内容を話し合う。 

◆自分たちの身のまわりには，

自動車や電化製品など多くの工

業製品があり，それらによって

暮らしが支えられていること。

①「食料生産を支える人々」の

学習で出てきた機械や船・自動

車などの写真を見て，食料生産

に携わる人々がどんな工業製

品を使って仕事をしていたの

かを話し合う。 

②自分たちの身のまわりにあ

る工業製品を調べる。 

③自動車をもっている家庭の

割合が多いことを調べ，自動車

がどのように生産されている

のかを予想し，これから学んで

いこうとする内容を話し合う。 

【関】自分たちの暮らしには

工業製品が欠かせないもの

であること，自動車が利用者

の多い工業製品であること

を手がかりに，自動車の生産

がどのように行われている

かを予想し，意欲的に調べよ

うとしている。（発）（ノ） 
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学習指導計画 小単元名：自動車づくりにはげむ人々 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

新しい自動車

を 生 み 出 す

人々 

上 P110～111 

【配時１】 

自動車のデザインや

設計の様子を調べ，自

動車づくりの第一歩

を捉えるとともに，そ

の後の生産の様子に

ついて興味をもつこ

とができるようにす

る。 

○自動車づくりの第一歩である

デザイン・設計の仕事に関する

資料を読み取り，わかったこと

をまとめたうえで，学習問題を

つくる。 

◆お客さんの願いに応えるよう

なデザインや設計を考えるとこ

ろから，新しい自動車づくりは

始まっていること。 

①モーターショーの写真を見

ながら，どんな行事なのか，

人々はどんなことを期待して

集まっているのかなど考え，話

し合う。 

②デザイン・設計に携わる人々

の話や写真を読み取り，どんな

ことに気をつけて仕事をして

いるか，わかったことをノート

にまとめる。 

③デザイン・設計が決まったあ

との自動車づくりについて話

し合い，学習問題をつくる。 

【関】新しい自動車を生み出

すデザイン・設計の仕事につ

いて意欲的に調べ，その後の

自動車づくりについても興

味をもって調べようとして

いる。（発）（行） 

【思】自動車のデザイン・設

計に携わる人々について調

べたことをもとに，その後の

自動車づくりの様子やそれ

に携わる人々の工夫や努力

について調べる学習問題を

考え，表現している。（発）

（ノ） 

自動車づくりの

「？」をさがそう 

上 P112～113 

【配時１】 

自動車づくりに関す

る資料をもとに，自動

車の生産や働く人々

の様子について調べ

る計画を立て，自動車

工場の見学のめあて

をもつことができる

ようにする。 

○手元に用意できる資料で自動

車ができるまでの様子を調べ，

さらに詳しく調べたいことや，

自動車工場を見学する計画につ

いて話し合う。 

◆デザインや設計が決まった自

動車は，工場で大量に生産・出

荷されること，工場では人とロ

ボットが作業していること。 

①自動車工場のパンフレット

やインターネット上の自動車

づくりの写真などを見て，気が

ついたことや疑問に思ったこ

とを発表し合う。 

②さらに調べたいことを話し

合って整理し，自動車工場を見

学するための計画を立てる。 

③自分が特に調べたいことや

その予想をノートに書き入れ

る。 

【思】自動車づくりの不明な

点や疑問点を洗い出して整

理し，自動車づくりの作業に

ついて問いをもち，予想した

り調べる計画を考えたりし

て，それらを適切に表現して

いる。（発）（ノ） 

自動車工場の

ひみつ 

上 P114～115 

【配時１】 

自動車工場の見学活

動や，写真や地図を読

み取る活動から，工場

施設の配置の工夫に

気づくとともに，工場

の立地条件について

考えることができる

ようにする。 

○自動車工場の見学や資料の読

み取りを通して，自動車工場が

どんな場所に建てられているか

を調べ，立地条件などについて

考えをまとめる。 

◆自動車工場は，製品を船で運

びやすい，労働力を得やすい，

広い土地があるなど，さまざま

な条件が整っている場所に建て

られていること。 

①自動車工場の全景写真や地

図をもとに，工場のある場所や

広さについて調べる。 

②自動車工場の配置図を見て，

それぞれの建物の配置の特色

や工夫を調べる。 

③その場所に自動車工場が建

てられたわけを考え，ノートに

まとめる。 

【技】工場全体の様子につい

て，写真や地図などを互いに

照らし合わせるなどして，具

体的に読み取っている。（発）

（行） 

【思】教科書や地図帳から読

み取った工場の場所や様子

を手がかりに，自動車工場の

立地条件にふさわしい点を

考え，適切に表現している。

（発）（ノ） 
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むだのない自

動車づくり 

上 P116～117 

【配時３】 

自動車工場を見学し

て，自動車ができるま

での工程や働く人た

ちの作業の様子を調

べ，生産に込められた

工夫や努力，思いなど

を捉えることができ

るようにする。 

○自動車ができるまでの工程や

働く人たちの工夫や努力につい

て見学を通して調べ，自動車づ

くりが効率的に進められている

様子について考え，新たな問い

をもつ。 

◆自動車づくりの工程はライン

にそって進められており，人と

人あるいは人とロボットとの分

業によって，効率的に進められ

ていること。 

①工場の中を見学して，自動車

ができるまでの各工程で，ロボ

ットや人がどんな作業をして

いるかを調べ，メモを取る。 

②車体を溶接する作業につい

て調べたことをもとに，ロボッ

トが導入されたわけを考える。 

③組み立てラインで部品を取

り付ける作業について調べた

ことをもとに，働く人たちの工

夫や努力，思いについて考え

る。 

④モジュール生産など，効率の

よい生産の工夫について調べ

たことをもとに考える。 

⑤自動車づくりについて，新た

に気がついたことや疑問に思

ったことを話し合う。 

【関】それぞれの生産工程を

見学して新たに気づいたこ

とや疑問に思ったことを捉

え，新たな問いとして積極的

に調べようとしている。（発）

（ノ） 

 

【知】自動車づくりがライン

の工夫や分業の仕組みなど

によって，効率的に進められ

ていることを理解している。

（発）（ノ） 

働く人にやさし

く，環境にもや

さしく 

上 P118～119 

【配時１】 

自動車工場では，人々

が働きやすい仕組み

を整えるとともに，環

境にも配慮しながら

自動車を生産してい

ることを捉えること

ができるようにする。

○写真などの資料をもとに，工

場の人たちが働きやすくなるた

めの工夫や環境を守るための取

り組みについて調べる。 

◆自動車工場では，地域の人々

に親しまれるように，「働く人や

環境にやさしい工場」といった

視点でも自動車づくりに取り組

んでいること。 

①自動車工場の設備や敷地内

の様子について気がついたこ

とや疑問に思ったことを話し

合う。 

②案内係の人の話や資料をも

とに，工場の人たちが働きやす

くなるための工夫について調

べる。 

③案内係の人の話や資料をも

とに，環境を守るための工場の

取り組みについて調べる。 

【技】工場の人たちが働きや

すくなるための工夫や，環境

を守るための取り組みにつ

いて，写真や資料を関連づけ

て読み取っている。（発）（ノ）

部 品 は ど こ か

ら？ 

上 P120～121 

【配時１】 

自動車のシートをつ

くる関連工場につい

て調べ，立地条件や作

業の様子などから，関

連工場の生産や出荷

における工夫や努力

について捉えること

ができるようにする。

○写真などの資料をもとに，自

動車工場に部品を届ける関連工

場の生産の様子を調べ，働く

人々の工夫や努力，思いについ

て考える。 

◆自動車工場で使われる部品を

つくる関連工場でも，品質に気

をつけながら，効率よく生産を

進めるために，さまざまな工夫

や努力をしていること。 

①自動車を組み立てるために，

主にどんな部品が使われてい

たかを振り返る。 

②写真などの資料を読み取り，

自動車のシートがどこでどの

ように生産・出荷されているか

を調べる。 

③シート工場の人の話や写真

などの資料から，関連工場では

どのようなことに気をつけて

生産を進めているのかを考え

る。 

【思】関連工場では，効率よ

く生産・出荷するために，ま

た品質を保つために，さまざ

まな工夫や努力をしている

ことについて考え，適切に表

現している。（発）（ノ） 

工 場 を 支 え る

工場 

上 P122～123 

【配時１】 

注文どおりに部品を

納めるための仕組み

や関連工場で働く人

の工夫・努力について

調べ，自動車づくりを

支える関連工場のは

たらきや，自動車工場

と関連工場との結び

つきについて捉える

ことができるように

する。 

○さまざまな資料をもとに，計

画的な分業の様子について調

べ，関連工場と自動車工場との

結びつきについて考える。 

◆自動車づくりは，自動車を組

み立てる工場だけでなく，多く

の関連工場の協力があって成り

立っていること。 

①図や写真をもとに，関連工場

に部品を納めている関連工場

もあることをつかむ。 

②写真や関連工場の人の話か

ら，関連工場から自動車工場へ

部品が届くまでの様子を調べ

る。 

③震災によって部品が届かな

くなった事例などをもとに，自

動車工場と関連工場との結び

つきや，関連工場のはたらきに

ついて考える。 

【思】自動車づくりを支える

関連工場のはたらきや，関連

工場と自動車工場との結び

つきについて考え，適切に表

現している。（発）（ノ） 
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輸送手段は船

とキャリアカー 

上 P124～125 

【配時１】 

工場で生産された自

動車の輸送について

関心をもち，運搬船や

キャリアカーに積み

込む仕事の様子や働

く人たちの工夫や努

力を捉えることがで

きるようにする。 

○自動車工場で完成した新車が

どのように輸送されるのか，資

料を読み取りながら調べ，考え

る。 

◆新車を船やキャリアカーで運

ぶ人たちは，決められた時間ま

でに，きずをつけないよう大切

に運ぶことなどを心がけて，さ

まざまな工夫や努力をしている

こと。 

①工場から販売店まで，自動車

がどのようにして輸送されて

いるのかを予想する。 

②働く人の話や写真などから，

運搬船への新車の積み込みの

様子を調べ，作業上の工夫や努

力について考える。 

③働く人の話や写真などから，

キャリアカーでの運搬の仕事

の様子を調べ，作業上の工夫や

努力を考える。 

【思】輸送に関わる仕事の様

子について調べたことをも

とに，新車を大切に扱い届け

る人々の工夫や努力につい

て考え，表現している。（発）

（ノ） 

遠くへ早く運ぶ 

上 P126～127 

【配時１】 

自動車の輸送の経路

や方法を調べ，それぞ

れの輸送手段の長所

を生かした物流の仕

組みを捉え，その仕組

みが工業生産を支え

ていることに気づく

ことができるように

する。 

○新車の輸送の経路や方法につ

いて資料を読み取って調べ，そ

れぞれの輸送手段の特色を費用

などの面からも考える。 

◆自動車などの工業製品は，運

ぶ地域や費用のことなどを考

え，さまざまな経路や方法で輸

送されていること。また，輸送

にかかる費用の他にも製品の値

段にはさまざまな費用が含まれ

ていること。 

①地図や写真などの資料をも

とに，自動車を運ぶ経路や方法

を調べ，輸送手段ごとの利点を

考える。 

②輸送の経路や方法は輸送費

とも関係があることに気づき，

他に自動車の値段に含まれる

費用を考える。 

③輸送手段ごとの利点や欠点

をまとめ，これらがどのように

生かされているか考える。 

【思】輸送手段ごとの利点や

欠点についてさまざまな視

点から考え，表にまとめてい

る。（発）（ノ） 

乗る人の願い

に応えて 

上 P128～129 

【配時１】 

自動車に乗る人の願

いが，自動車づくりに

どのように生かされ

ているのか具体的に

調べ，消費者のニーズ

を反映した自動車づ

くりが進められてい

ることを捉えること

ができるようにする。

○自動車に乗る人たちのニーズ

を考え，それらのニーズに応え

るために，どのような自動車づ

くりをしているのかを収集した

資料をもとに話し合い，まとめ

る。 

◆自動車会社は，誰でも使いや

すい自動車づくり，安全・安心

な自動車づくり，快適に運転で

きる自動車づくりなどを進めて

いること。 

①自動車に乗る人たちがどの

ようなニーズをもっているか

考える。 

②誰でも使いやすい自動車づ

くりとはどのようなものなの

かを話し合ってまとめる。 

③安全・安心な自動車づくりと

はどのようなものなのかを話

し合ってまとめる。 

④快適に運転できる自動車づ

くりとはどのようなものなの

かを話し合ってまとめる。 

【技】収集した資料をテーマ

にそって整理・分類したり，

消費者のニーズとすり合わ

せて読み取ったりしている。

（発）（ノ） 

環境にやさしい

自動車づくり 

上 P130～131 

【配時１】 

自動車会社では，環境

にも人にもやさしい

自動車づくりに取り

組んでいることに気

づき，これからの自動

車づくりについて，意

見をもつことができ

るようにする。 

○自動車会社は環境に配慮した

自動車づくりも進めていること

を，資料を読み取って調べ，こ

れまでの学習をもとに，これか

らの自動車づくりについて考え

る。 

◆地球環境に配慮したさまざま

なエコカーが生産されているこ

と。 

①さまざまなエコカーについ

て資料を読み取って調べ，環境

にやさしい自動車づくりとは

どのようなものなのか，話し合

ってまとめる。 

②自動車づくりに求められて

いることと，それに応える自動

車づくりの工夫や取り組みに

ついて考え，これからの自動車

づくりに対する自分の意見を

発表し合う。 

③「まとめる」を参考に，自動

車づくりにおいて大切なこと

は何かを考え，ノートに書く。 

【知】これからの自動車づく

りには，快適性，利便性だけ

でなく地球環境にも配慮し

た自動車づくりが重要であ

ることを理解している。（発）

（ノ） 

 

【思】これからの自動車づく

りについて，自動車に乗る立

場（消費者），自動車をつく

る立場（開発者・生産者）の

両面から考え，適切に表現し

ている。（ノ）（テ） 

  



小単元２ 世界とつながる日本の工業 配当時間 ５時間 
教科書 ５上 

P132～141 

 
目  標 

 ●工業生産を支える貿易や海外生産のはたらきと，それらを通

じた世界各国との結びつきについて調べ，その特色や課題を

捉えることから，今後の貿易・海外生産の進め方について，

考えをもたせる。 

 
 

 
 評価規準 

●観察・資料活用の技能 

外国における自動車生産の様子について，グラフや地図など

の資料から，必要な情報を読み取っている。また，日本の工

業生産を支える貿易の様子について，必要な情報を読み取り，

ノートや教科書にまとめている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

日本の自動車が世界各地に輸出されていることに気づき，工

業生産を通した外国とのつながりについて，興味をもって調

べようとしている。 
 

  
●社会的事象についての知識・理解 

日本の主な輸出入の品目や貿易相手先について知り，貿易や

海外生産を通した世界のさまざまな国々とのつながりが，工

業生産を支えていることを理解している。 

●社会的な思考・判断・表現 

工業生産における世界各国との結びつきについて調べる学

習問題を考え，表現している。また，日本の貿易の特色につ

いて調べたことをもとに，日本の工業生産と貿易との関わり

について考え，表現している。  
 
指導・評価のポイント 

●自分たちの身のまわりにも，輸入された工業製品が数多くあ

ることに気づかせ，学習への意欲を高めたい。教科書 P137
「やってみよう」のように，輸入品探しの活動を取り入れる

のも効果的だろう。 

●本小単元で取り扱う貿易や海外生産を取り巻く現状は，刻々

と変化する。原油や鉄鉱石などの原料を大量に輸入し，それ

らを加工した工業製品を輸出する，いわゆる「加工貿易」が

日本の貿易の主流であったが，近年は，外国で加工された部

品や完成品が日本へ輸入されるケースも増え，単純に「日本

の貿易＝加工貿易」とはいえない状況になっている。また，

日本は従来，輸出額が輸入額を大きく上回る輸出大国であっ

たが，近年は国内製品の輸出の伸び悩み，原油・液化ガスの

輸入量増加などの影響によって貿易赤字国になっている。こ

れだけの例を見ても，変化の激しさがわかる。教科書の資料

をベースにしつつ，最新の情報も適宜付け加えながら，指導

するようにしたい。 

●主な輸出入の品目や貿易相手先などを読み取る統計資料を

多く活用することになるので，それらから読み取れたことを

ノートやワークシートなどに整理させて，技能の観点での評

価に生かしたい。また，それらの事実を根拠にして，日本の

貿易・海外生産の工業生産に果たす役割や今後の進め方につ

いて考える場面を設定し，思考・判断・表現の観点について

の評価に生かす。
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学習指導計画 小単元名：世界とつながる日本の工業 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

自動車は世界

へ 

上 P132～133 

【配時１】 

日本の自動車の輸出

の様子を調べ，工業生

産における世界各国

との結びつきについ

て関心をもち，学習問

題を立てることがで

きるようにする。 

○日本の自動車の輸出の様子を

さまざまな資料から読み取り，

わかったことを話し合い，これ

から調べていく学習問題を立て

る。 

◆日本の自動車は，航路を利用

して世界のさまざまな国に多く

輸出されていること。 

①日本の自動車の主な輸出先

を，地図や地球儀から読み取っ

て調べる。 

②「船長さんの話」や外国での

日本車の様子がわかる写真な

どを読み取り，日本車の輸出に

ついてわかったことを話し合

う。 

③自動車の他にも，日本の工業

生産は，世界の国々とどのよう

な結びつきがあるのか話し合

い，学習問題を立てる。 

【関】日本の自動車が世界各

地に輸出されていることに

気づき，工業生産を通した外

国とのつながりについて，興

味をもって調べようとして

いる。（発）（ノ） 

 

【思】工業生産における世界

各国との結びつきについて

調べる学習問題を考え，表現

している。（発）（ノ） 

世 界 に 広 が

る ， 日 本 の 自

動車工場 

上 P134～135 

【配時１】 

日本の自動車の輸出

台数や海外生産台数

の変化，世界に広がる

日本の自動車工場に

ついて調べ，日本の自

動車生産と世界の

国々との結びつきに

ついて考えることが

できるようにする。

○日本の自動車の海外生産が増

えていることを資料から読み取

り，その理由を考え，話し合う。

◆日本の自動車工場が世界に広

がり，海外での生産台数が増え

ていること。 

①日本の自動車の輸出台数や

海外生産台数を資料から読み

取り，グラフを書いて調べる。 

②世界に分布する日本の自動

車工場や海外生産の様子を，地

図や海外工場の人の話から調

べる。 

③海外生産が増えた理由や海

外生産のよさを考え，話し合

う。 

【技】外国における自動車生

産の様子について，グラフや

地図などの資料から，必要な

情報を読み取っている。（行）

（ノ） 

輸 入 と 輸 出 を

比 べ て み る と

… 

上 P136～137 

【配時１】 

日本の輸出入の状況

を調べ，日本の貿易の

特色を理解すること

ができるようにする。

○日本の輸出入の品目や相手先

の国々について資料から読み取

り，日本の貿易の特色について

わかったことを話し合う。 

◆日本は世界のさまざまな国々

と貿易をしていること。また，

多様な品目を輸出入しているこ

とや時代とともに貿易の様子が

変化していること。 

①日本の輸出入の品目がどの

ように変化しているか資料か

ら読み取る。 

②日本の主な貿易相手先を地

図から読み取り，教科書に書き

込むなどして調べる。 

③日本の輸出入の特色につい

て，わかったことを話し合う。 

【知】日本の主な輸出入の品

目や貿易相手先などを資料

から読み取り，日本の貿易の

特色について理解している。

（ノ）（テ） 

工業生産を支

える貿易 

上 P138～139 

【配時１】 

原材料の輸入や工業

製品の輸出について

調べ，日本の工業生産

と貿易との関わりに

ついて考えることが

できるようにする。

○原材料の輸入や工業製品の輸

出，港別の貿易額などについて

グラフや写真から読み取り，日

本の貿易の特色を捉え，日本の

工業生産と貿易との関わりにつ

いて考える。 

◆日本の工業生産は，原材料の

多くを輸入し，それらを加工し

た工業製品を多く輸出している

こと。また，それらの輸出入品

は船や飛行機を使って，各地の

港や空港を通して輸送されてい

ること。 

①日本に輸入される原材料や，

海外に輸出される工業製品の

割合をグラフから読み取って

調べる。 

②港別に見た貿易額やさまざ

まな輸送手段をグラフや写真

などの資料から読み取り，輸出

入における輸送の様子を調べ

る。 

③日本の工業生産と貿易との

関わりについて考え，話し合

う。 

【思】日本の貿易の特色につ

いて調べたことをもとに，日

本の工業生産と貿易との関

わりについて考え，表現して

いる。（発）（ノ） 
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こ れ か ら の 貿

易と海外生産 

上 P140～141 

【配時１】 

世界の貿易や日本の

海外生産を取り巻く

状況について知り，こ

れからの貿易と海外

生産のあり方につい

て考えることができ

るようにする。 

○貿易と海外生産の現状や課題

をさまざまな資料から読み取

り，これからの貿易・海外生産

のあり方について考えをまとめ

る。 

◆世界の貿易の自由化，日本の

会社の海外進出が進み，貿易や

海外生産がますますさかんにな

っていること。そのような現状

の中で，さまざまな問題も抱え

ていること。 

①世界の貿易の動向や現在の

貿易が抱える課題について，資

料から読み取る。 

②日本の会社の海外生産の現

状や海外生産が抱える課題を

資料から読み取る。 

③これから貿易や海外生産を

進めていくうえで，大切だと思

うことを話し合う。 

④「まとめる」を参考に，自分

の考えを文章にまとめる。 

【関】これからの貿易や海外

生産をどのように進めてい

けばよいか，関心をもって考

えようとしている。（発）（ノ）

 

【思】貿易・海外生産を取り

巻く現状や課題について調

べたことを踏まえ，これから

の貿易と海外生産のあり方

について自分の考えを表現

している。（ノ）（テ） 

  



小単元３ 工業の今と未来 配当時間 ６時間 
教科書 ５上 

P142～154 

 
目  標 

●高い技術やアイデアを生かし，心の豊かさをもたらす工業生

産が進められていることを捉えさせるとともに，これからの

工業生産について考えさせる。 

●さかんな工業の種類や工業地域，大工場と中小工場それぞれ

の生産の様子など，日本の工業の特色を捉えさせる。 
 

評価規準 

●観察・資料活用の技能 

大工場や中小工場の特色について，資料から読み取ったこと

をノートや教科書にまとめている。また，高い技術を生かし

てものづくりをする中小工場の工夫や努力について，必要な

情報を資料から読み取り，ノートにまとめている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

生活がさまざまな種類の工業製品に支えられていることに

気づき，日本の工業生産の特色について，興味をもって調べ

ようとしている。 
 

  
●社会的事象についての知識・理解 

工業がさかんな地域の分布や，生産の割合が大きい工業の種

類，日本の工業生産を支える中小工場の優れたものづくりな

ど，日本の工業の特色を捉えている。また，工業生産は国民

生活を支える重要な役割を果たしていることを理解してい

る。 

●社会的な思考・判断・表現 

海沿いや一部の内陸部で工業生産が盛んな理由について，土

地の条件や交通網の発達と関連づけて考え，表現している。

また，工業生産と人々の生活を関連づけて，工業生産は国民

生活を支える重要な役割を果たしていることを考え，表現し

ている。 

指導・評価のポイント 

●日本の中小工場のものづくりの例，人々の暮らしをさまざま

な面で豊かにしている工業の例を通して，日本の工業生産が，

付加価値を高めた製品づくりに取り組んでいることに気づ

かせたい。産業の空洞化や長期の不況の影響を受け，日本の

工業はさまざまな課題に直面しているが，これからの工業生

産の方向性の一つとして，子どもたちに明るい展望をもたせ

て単元をまとめたい。 
●工業においては，利便性や快適性を追求するだけでなく，楽

しさや安らぎ，喜びといった心の豊かさの提供，環境や福祉

といった面での配慮なども大切であることをつかませたい。

工業生産が国民生活にもたらす，多面的な役割を捉えさせる

ようにする。 
●工業地域の分布や大工場・中小工場の違いなどを読み取る統

計資料を多く活用することになるので，それらから読み取れ

たことをノートやワークシートなどに整理させて，技能の観

点での評価に生かしたい。また，それらの事実を根拠にして，

日本の工業生産の特色を表現する活動を通して，知識・理解

の定着を図りたい。
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学習指導計画 小単元名：工業の今と未来 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

さまざまな製品

をつくり出す工

業 

上 P142～143 

【配時１】 

生活がさまざまな工

業製品に支えられて

いることや日本の工

業生産の傾向を捉え，

日本の工業に対して

関心をもつことがで

きるようにする。 

○工業製品の仲間分けをした

り，日本の工業生産額の変化を

読み取ったりして，日本の工業

についてわかったことや疑問を

話し合い，学習問題を立てる。

◆工業にはいくつかの種類があ

り，現在の日本の工業は機械・

化学などの重化学工業が中心で

あること。 

①身のまわりにある工業製品

を探し，工業の種類ごとに仲間

分けをする。 

②日本の工業生産額の変化な

どを資料から読み取り，日本で

はどのような工業がさかんな

のかを話し合う。 

③日本の工業について調べた

いことを話し合い，学習問題を

立てる。 

【関】生活がさまざまな種類

の工業製品に支えられてい

ることに気づき，日本の工業

生産の特色について，興味を

もって調べようとしている。

（発）（行） 

 

【思】日本の工業生産の特色

と今後のあり方について調

べる学習問題を考え，表現し

ている。（発）（ノ） 

工業のさかん

な地域は？ 

上 P144～145 

【配時１】 

工業のさかんな地域

について調べ，その地

域で工業がさかんな

理由を考えることが

できるようにする。

○工業のさかんな地域とそれぞ

れの地域の特色を地図や統計資

料などから読み取り，さかんな

地域の分布について考え，話し

合う。 

◆工業地帯や工業地域と呼ばれ

る工業がさかんな地域は，太平

洋ベルトを中心とした海沿いの

地域に多く分布し，一部は内陸

部にもあること。また，工業の

さかんな地域の分布は，土地の

条件や交通網の発達などと関係

があること。 

①工業のさかんな地域の様子

や位置について，地図や写真か

ら読み取って調べる。 

②それぞれの工業のさかんな

地域の特色について，グラフを

読み取って調べる。 

③地図帳で交通網の様子を確

かめながら，それぞれの地域で

工業がさかんな理由を考え，話

し合う。 

【思】海沿いや一部の内陸部

で工業生産がさかんな理由

について，土地の条件や交通

網の発達と関連づけて考え，

表現している。（発）（ノ） 

 

【知】工業がさかんな地域の

分布や，生産の割合が大きい

工業の種類などを捉えてい

る。（ノ）（テ） 

日本の工業を

支える中小工

場 

上 P146～147 

【配時１】 

日本の工業における

大工場と中小工場の

生産の様子を資料か

ら読み取り，それぞれ

の生産の特色と役割

について考え，まとめ

ることができるよう

にする。 

○大工場と中小工場の生産の特

色について，写真や統計資料な

どから読み取り，ノートなどに

まとめる。 

◆工場は大工場と中小工場に分

類され，日本にある工場の多く

は中小工場であること。また，

大工場と中小工場にはそれぞれ

の生産の特色や役割があるこ

と。 

①大工場と中小工場の写真を

見比べて，生産の様子の違いに

ついて気づいたことを発表す

る。 

②大工場と中小工場について，

それぞれの工業生産の特色を

グラフから読み取り，ノートや

教科書にまとめる。 

③大工場と中小工場のそれぞ

れの役割について，写真などの

資料や以前の学習をもとに考

え，話し合う。 

【技】大工場や中小工場の特

色について，資料から読み取

ったことをノートや教科書

にまとめている。（ノ）（テ）

高い技術をほ

こ る 大 田 区 の

ものづくり 

上 P148～149 

【配時１】 

大田区の中小工場で

働く人の工夫や努力

に気づくとともに，中

小工場の高い技術が

日本の工業生産を支

えていることに気づ

くことができるよう

にする。 

○写真や働く人の話などを通し

て，大田区の中小工場のものづ

くりの様子を調べ，中小工場の

工夫や努力について話し合う。

◆中小工場では，高い技術を生

かした質の高いものづくりを行

い，日本の工業生産を支えてい

ること。 

①大田区の工業生産の特色を

資料から読み取って調べる。 

②岩佐さんの話や写真をもと

に，大田区の中小工場のものづ

くりの様子を調べる。 

③中小工場の工夫や努力，工業

生産に果たす役割について話

し合い，ノートにまとめる。 

【技】高い技術を生かしても

のづくりをする中小工場の

工夫や努力について，必要な

情報を資料から読み取り，ノ

ートにまとめている。（行）

（ノ） 
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ア イ デ ア に あ

ふれる東大阪

市のものづくり 

上 P150～151 

【配時１】 

アイデアを生かした

東大阪市の中小工場

の工夫や努力を資料

から読み取り，日本の

工業生産を支える中

小工場のものづくり

の特色について捉え

ることができるよう

にする。 

○写真や働く人の話などを通し

て，東大阪市の中小工場のもの

づくりの様子を調べ，大田区の

ものづくりとも比べながら，気

づいたことを話し合う。 

◆中小工場では，アイデアを生

かした特色あるものづくりを行

い，日本の工業生産を支えてい

ること。 

①東大阪市の工業生産の特色

を資料から読み取って調べる。 

②上田さんの話や写真をもと

に，東大阪市の中小工場のもの

づくりの様子を調べる。 

③大田区と東大阪市の例を比

べながら，中小工場のものづく

りについて気づいたことを話

し合う。 

【知】日本の工業生産は，多

くの中小工場の優れたもの

づくりによって支えられて

いることを捉えている。（発）

（ノ） 

心を豊かにす

る工業 

上 P152～154 

【配時１】 

心を豊かにする工業

生産について調べ，

人々の生活との結び

つきから工業生産の

役割や意味について

捉え，今後目ざしてい

く工業生産のあり方

について考えること

ができるようにする。

○心を豊かにする工業生産につ

いて，具体的な製品の例をもと

に調べ，工業生産が人々の生活

に果たす役割や意味について話

し合い，これからの工業生産の

あり方について考えをまとめ

る。 

◆工業生産は，自分たちの暮ら

しをさまざまな面で豊かにして

おり，人々の生活と結びついて

いること。 

①人々の心を豊かにする楽器

づくりについて，写真や工場の

人の話をもとに調べる。 

②楽しさや安らぎを与える工

業生産について，さまざまな工

業製品の例をもとに調べる。 

③工業生産の役割や意味につ

いて，人々の生活と結びつけて

考え，話し合う。 

④「まとめる」を参考に，日本

の工業が目ざすものづくりに

ついて考え，ノートに書く。 

【知】工業生産は国民生活を

支える重要な役割を果たし

ていることを理解している。

（発）（ノ） 

 

【思】工業生産と人々の生活

を関連づけながら，工業生産

が国民生活に果たす役割や

今後目ざしていく工業生産

のあり方について考え，表現

している。（ノ）（テ） 

〈深める〉 

日本の工業生

産の未来を考

えよう 

上 P155 

【配時２】 

日本の工業生産が抱

えている課題を捉え，

これからの工業生産

にとって大切なこと

を考えることができ

るようにする。 

○日本の工場数の減少をグラフ

から読み取り，日本の工業生産

が抱える課題をこれまでの学習

をもとに話し合い，これからの

工業生産について考える。 

◆日本の工業生産の特色，強み，

課題など。 

①これまでの学習を振り返る。 

②日本の工場の数が減り続け

ていることをグラフから読み

取り，これまで学習したことを

もとに，原因や課題について話

し合う。 

③日本の工業生産にとって大

切なことを考え，話し合う。 

【関】学習したことをもと

に，これからの日本の工業生

産にとって大切なことは何

か，関心をもって考えようと

している。（発）（ノ） 

 
  



大単元４ くらしを支える情報 配当時間 13 時間 
教科書 ５下 

P２～27 

 
目  標 

●放送・新聞などの情報産業が様々な情報を提供し，自分たち

がそれらを多方面で利用していることについて，調査したり

資料を活用したりして調べ，自分たちの生活や産業の発展に

大きな影響を及ぼしていることを考えさせる。 
●情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に

努めている教育，医療，福祉，防災などの事例について資料

を有効に活用したりインターネットで情報を収集したりし

て調べ，それらのはたらきが，公共生活の向上のために利用

され，自分たちの生活にさまざまな影響を及ぼしていること

を考えさせる。 
●情報化した社会において情報を有効に活用するために大切

なことについて考えさせるとともに，さまざまな情報に対し

て適切に判断し，望ましい行動をしようとする能力や態度を

身に付けさせる。

評価規準 

●観察・資料活用の技能 ●社会的事象への関心・意欲・態度 

・資料やインターネットを活用して，放送・新聞などの情報産

業のはたらきや情報化した社会の様子について必要な情報

を集めて読み取っている。 

・放送，新聞などの情報産業が広く伝える情報や，さまざまな

場面で広がる情報ネットワークの活用が，自分たちの生活に

もたらす影響について，意欲的に調べようとしている。 
・調べてわかったことや考えたことを，ノートやレポートなど

にわかりやすい構成でまとめている。 
・社会の情報化の進展に関心をもち，情報の有効な活用につい

て自分なりに考えようとしている。 
●社会的事象についての知識・理解 ●社会的な思考・判断・表現 

・放送・新聞などの情報産業のはたらきや，情報ネットワーク

の活用などに見られる情報化の進んだ社会の様子について

理解している。 

・放送・新聞などの情報産業のはたらきや情報化の進んだ社会

の様子と，自分たちの生活との関わりについて，学習問題や

予想，学習計画を考え，適切に表現している。 
・情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしていること

を捉えるとともに，情報の有効な活用が大切であることを理

解している。

・情報産業のはたらきや情報化した社会の様子と関連づけて，

情報化の進展は国民の生活に大きな影響を及ぼしているこ

とや情報の有効な活用が大切であることを考え，適切に表現

している。 

大単元の構成 
 

大単元の主題… 情報化の進展と，国民生活との関連 

情報を有効に活用することの大切さ 
 

オリエンテーション ① 【主な学習内容】 

  

１ 情報を伝える人々 ④   

  ………………… 情報産業に従事する人々の工夫や努力 

  ………………… さまざまなメディアの特色，影響の大きさ 

２ 広がる情報ネットワーク ④   

〈せんたく〉地域を見守る情報ネットワーク／防災に生かす

情報ネットワーク 

  

  

  

  ………………… 公共サービスなどに活用される情報ネットワーク 

３ 情報を生かすわたしたち ②   

  ………………… 情報化の進展が生活にもたらす影響 

  ………………… 情報の有効な活用 

深める 

情報ルールを考えよう ② 
  

○の中の数字は、配当時数。 
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小単元１ 情報を伝える人々 配当時間 ４時間 
教科書 ５下 

P４～11 

 
目  標 

●緊急時の情報の伝え方やニュース番組づくりを例に，情報産

業やメディアの役割について調べ，情報が自分たちの生活に

大きな影響を及ぼしていることを捉えさせる。 
 

 
 
 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

大切な情報が多くの人にすばやく届けられる仕組みについ

て興味をもち，学習問題を立てて意欲的に調べようとしてい

る。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

情報を広く伝えるマスメディアの役割について調べたこと

をもとに，マスメディアの情報発信における影響の大きさや

責任について考え，適切に表現している。 

 

●観察・資料活用の技能 

教科書の写真や図から，さまざまなメディアを通じた情報の

発信の様子について正確に読み取っている。 

 

 

●社会的事象についての知識・理解 

情報を伝える人々の工夫や努力，情報を伝える際に気をつけ

ていることなどを理解している。また，さまざまなメディア

の特色を理解し，状況や手に入れたい情報に応じてメディア

を使い分けることの必要性を捉えている。 

 

指導・評価のポイント 

●正確かつ迅速な情報の重要性を特に強く感じるのは，災害発

生時など緊急の場合である。緊急地震速報の仕組みや，東日

本大震災の被災地における情報伝達・活用の事例を調べるこ

とで，情報が果たす役割の大切さを具体的に捉えられるだろ

う。ともすると情報に関する学習は抽象的なものになりやす

いので，できるだけ具体的な場面を取り出し，イメージをも

たせるように配慮したい。 
●放送局などの情報産業に携わる人々が，正確な情報を速く伝

える工夫や努力をしていることで，自分たちは知りたい情報

を必要なときに入手できることに気づかせたい。それと同時

に，あくまでも情報は誰かが編集し発信しているものだとい

う意識をもたせ，同じできごとでも違った伝え方になること

を捉えさせたい。情報を鵜呑みにせず，発信者の意図なども

考えながら受け取る姿勢を養っていくことも大切である。 
●マスメディアの情報が人々の生活に大きな影響を与えてい

ることを，学習したことをもとに考え，話し合ったりノート

にまとめたりする活動を設け，思考・判断・表現の観点の評

価に生かす。情報産業に携わる人々が気をつけていることと

結びつけて，情報の影響力の大きさやそれに伴う責任の重さ

について考えられているかを見取る。
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学習指導計画 大単元名：くらしを支える情報 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

オリエンテーシ

ョン 

下 P2～3 

【配時１】 

日常生活の中で得ら

れる情報やそれを入

手する方法について

話し合うことを通し

て，情報と生活との関

わりについて興味や

関心をもち，調べる意

欲をもつことができ

るようにする。 

○自分たちの身のまわりの情報

が，誰のためのものか，なんの

ためのものか，ふだん情報をど

のように利用しているか，話し

合う。 

◆身のまわりではさまざまな情

報が伝えられ，毎日それらを受

けながら暮らしていること。 

①自分たちの身のまわりには

どのような情報があり，何を通

して伝えられているか，イラス

トから見つけ出す。 

②見つけた情報が，誰のための

ものか，なんのためのものか，

話し合いを通して考える。 

③自分たちが，ふだん情報をど

のように利用しているか，思い

出して話し合う。 

【関】生活の中で得られる情

報にはどのようなものがあ

るのかについて関心をもち，

意欲的に日常の生活を振り

返り，積極的に話し合おうと

している。（発）（ノ） 

 

学習指導計画 小単元名：情報を伝える人々 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

すぐにとどけら

れる情報 

下 P4～5 

【配時１】 

緊急地震速報が届く

仕組みなどを調べる

ことを通して，大事な

情報がどのように

人々に伝えられ，生活

に影響を及ぼしてい

るかについて，学習問

題を立てることがで

きるようにする。 

○緊急地震速報のような大切な

情報が届けられる仕組みを調

べ，情報を伝える人々のはたら

きや情報が生活に及ぼす影響に

ついて，学習問題を立てる。 

◆災害時にはテレビや携帯電話

を通じて，緊急地震速報など必

要な情報がすばやく届けられる

仕組みが整えられていること。

①写真などの資料をもとに，災

害時に必要な情報がすばやく

伝えられる様子について話し

合う。 

②緊急地震速報はどのような

仕組みで伝えられているのか，

仕組み図や放送局の人の話を

読み取って調べる。 

③情報を受け取る手段には何

があるか調べ，多くの人が利用

するテレビや新聞について調

べたいことを話し合い，学習問

題を立てる。 

【関】大切な情報が多くの人

にすばやく届けられる仕組

みについて興味をもち，意欲

的に調べようとしている。

（発）（ノ） 

 

【思】テレビや新聞などで伝

えられる情報が，自分たちの

生活に与える影響について，

調べる学習問題を考え，表現

している。（発）（ノ） 

必要な情報を

伝える，ニュー

ス番組 

下 P6～7 

【配時１】 

テレビのニュース番

組が放送されるまで

の様子を調べ，情報を

伝える放送局のはた

らきについて捉える

ことができるように

する。 

○テレビのニュース番組がどの

ようにつくられて放送されてい

るのか，資料を読み取って調べ，

わかったことを話し合ってまと

める。 

◆放送局の人々は，広く情報を

集め，その中で重要なものを判

断し，内容や順番を決め，速く

正確にニュースを伝える努力を

していること。 

①放送局におけるニュース番

組の制作の流れを，写真を読み

取って調べる。 

②番組制作の各場面でどのよ

うなことに気をつけているか，

編集責任者の話などをもとに

調べる。 

③放送局で働く人たちが大切

にしていることについて話し

合い，わかったことをまとめ

る。 

【技】ニュースが伝えられる

までの流れや，放送局の人々

が大切にしていることなど

を，資料から適切に読み取

り，ノートなどにまとめ直し

ている。（発）（ノ） 
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情報を伝えるさ

まざまなメディ

ア 

下 P8～9 

【配時１】 

震災時に人々がどの

ような手段で情報を

入手していたのかを

調べ，さまざまなメデ

ィアの特色や，それら

を使い分けて情報を

手に入れ，役立てるこ

との必要性を捉える

ことができるように

する。 

○東日本大震災の時に役立った

メディアに関する資料などをも

とに，自分たちが日頃，さまざ

まなメディアから情報を手に入

れていることを調べ，その特色

や活用の仕方について話し合

う。 

◆自分たちはさまざまなメディ

アを使い分けながら必要な情報

を手に入れ，生活に役立ててい

ること。 

①大きな災害が起きてテレビ

や電話が使えないとき，どうす

ればよいか，どのような情報が

必要かなどを話し合う。 

②東日本大震災の時の避難所

の写真やそこで過ごした人の

話をもとに，どのような手段

で，どのような情報を入手した

かを調べる。 

③被災地を助けた新聞・ラジオ

の話をもとに，さまざまなメデ

ィアの必要性を話し合い，各メ

ディアの特色を調べてまとめ

る。 

【知】さまざまなメディアの

特色を理解し，状況や手に入

れたい情報に応じてメディ

アを使い分けることの必要

性を捉えている。（ノ）（テ）

マスメディアの

情報を受け取

るわたしたち 

下 P10～11 

【配時１】 

放送局や新聞社で働

く人たちがさまざま

な注意を払って情報

を発信していること

などを調べ，マスメデ

ィアの情報と自分た

ちの生活との関わり

について考えること

ができるようにする。

○マスメディアが伝える情報の

違いや影響について調べ，マス

メディアが発信する情報と自分

たちの生活との関わりについて

話し合い，考えをまとめる。 

◆マスメディアの情報は自分た

ちの生活に広く影響を与えてお

り，情報を伝える人々は，発信

する情報の表現や正確さにさま

ざまな注意を払っていること。

①同じ日のできごとを伝える

いくつかの新聞の紙面を見比

べて，表現の違いや，なぜ違う

伝え方になるのかを話し合う。 

②編集責任者の話などをもと

に，マスメディアがさまざまな

注意を払って情報を発信して

いる様子を調べる。 

③自分たちがマスメディアの

情報をどのように生かし，どの

ような影響を受けているかに

ついて話し合う。 

④「まとめる」を参考に，広く

情報を伝える人々が気をつけ

ていることについて考え，ノー

トに書く。 

【知】情報の伝え手が変わる

と表現方法も変わってくる

ことや，自分たちの生活とマ

スメディアの情報とは深く

関わっていることを捉えて

いる。（発）（ノ） 

 

【思】情報を広く伝えるマス

メディアの役割について調

べたことをもとに，マスメデ

ィアの情報発信における影

響の大きさや責任について

考え，表現している。（ノ）

（テ） 

  



小単元２ 広がる情報ネットワーク 配当時間 ４時間 
教科書 ５下 

P12～19 

 
目  標 

 ●情報ネットワークの活用について，教育・医療などの公共サ

ービスの例をもとにして調べ，情報ネットワークが自分たち

の生活に役立っており，欠かせないものになっていることを

捉えさせる。 

 
 

評価規準 

●観察・資料活用の技能 

図書館や医療の現場などで利用されている情報ネットワー

クによって，誰がどのように便利になっているか，さまざま

な資料から正確に読み取っている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

生活の中のさまざまな場面での情報ネットワークの活用に

ついて興味をもち，意欲的に調べようとしている。 

 

  

●社会的事象についての知識・理解 

医療の現場などで，情報ネットワークが人々の生活に果たし

ている役割について理解している。

●社会的な思考・判断・表現 

さまざまな機関や人をつなぐ情報ネットワークの広がりが，

自分たちの生活にどのような影響を及ぼしているかを考え，

適切に表現している。 

指導・評価のポイント 

●本小単元では，生活の中のあらゆる場面に広がる情報ネット

ワークについて学習するが，光ファイバーやサーバーなどを

介して，ときには無線通信で送受信される情報は，実体が見

えず，子どもには具体的に捉えにくいだろう。ここでは，技

術的な仕組みに深入りするのではなく，そのネットワークが

果たす役割（何と何をつないでいるか，どのような情報をや

りとりしているか，など）に着目させるようにしていく。 
●情報ネットワークの活用にあたっては，さまざまな情報通信

機器の利用が前提となる。タブレット型のパソコン，スマー

トフォンなど，新たな機器類が次々と開発され，とかく「道

具」単体としての側面に目が向きがちだが，情報ネットワー

クのつながりによって，社会全体にどのような効果がもたら

されているのかを追究していけるような配慮をしたい。その

ために，身近な事例（図書館）から多様な立場の人たちの事

例（医療，商店など）まで，教科書では広く取り上げている。 
●情報ネットワークの広がりと人々の生活の向上を，結びつけ

て考えられているかどうかが，思考・判断・表現の観点の評

価において大きなポイントとなる。「情報ネットワークによ

って，誰がどのように便利になっているか」を整理して，考

えをまとめられるように促したい。
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学習指導計画 小単元名：広がる情報ネットワーク 
※医療に生かす情報ネットワーク(下 P14～17)か，下 P20，P21 のいずれかを選択して学習 

（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

情報ネットワー

クでつながる図

書館 

下 P12～13 

【配時１】 

情報ネットワークを

利用した図書館サー

ビスの便利さについ

て調べ，他にもさまざ

まな場面で活用され

ている情報ネットワ

ークについて，調べる

意欲をもつことがで

きるようにする。 

○自分の体験や資料をもとに，

情報ネットワークを利用した図

書館サービスを調べ，さまざま

な場面での情報ネットワークの

活用について話し合い，学習問

題を立てる。 

◆図書館では，情報ネットワー

クを利用して，本の貸し出しや

さまざまなサービスを効率よく

便利に進めていること。 

①図書館ではどのようにして

本を借りるのか，体験をもとに

話し合う。 

②情報ネットワークを利用し

た図書館の本の貸し出しにつ

いて，写真や図を読み取って調

べる。 

③情報ネットワークを利用し

た他の図書館サービスについ

て調べる。 

④他にも情報ネットワークを

使っている場所や施設がない

か話し合い，学習問題を立て

る。 

【関】情報ネットワークを活

用した図書館サービスを意

欲的に調べ，生活の中の他の

場面での情報ネットワーク

の活用についても，興味をも

って調べようとしている。

（発）（行） 

 

【思】暮らしの中の情報ネッ

トワーク活用について調べ

る学習問題を考え，表現して

いる。（発）（ノ） 

情報ネットワー

クでつながる病

院 

下 P14～15 

【配時１】 

情報ネットワークを

利用した病院の取り

組みについて調べ，患

者や医師がどのよう

に便利になったかを

捉えることができる

ようにする。 

○情報ネットワークを利用した

病院の取り組みについてさまざ

まな資料を読み取って調べ，ど

のような便利さがあるのかをま

とめる。 

◆情報ネットワークを利用する

ことで，一つの病院の中だけで

はなく，異なる医療施設どうし

の連携でも，患者の情報がすば

やく正確に伝えられ，医療が効

率的かつ安全に進められている

こと。 

①病院では受付から会計まで

どのような流れで診療が進む

のか，通院の体験を思い出した

り図を読み取ったりして調べ

る。 

②病院の人の話などをもとに，

病院の診療の中で情報ネット

ワークをどのように利用して

いるか調べる。 

③病院どうしをつなぐ情報ネ

ットワークについて資料を読

み取って調べ，誰がどのように

便利になっているかを話し合

ってまとめる。 

【技】病院内または県内の医

療施設をつなぐ情報ネット

ワークの様子を，資料から正

確に読み取っている。（発）

（ノ） 

 

【思】調べたことをもとに，

情報ネットワークの活用に

よって診察や検査がすばや

く正確にできるようになっ

ていることを考え，適切に表

現している。（発）（ノ） 

命を守る情報

ネットワーク 

下 P16～17 

【配時１】 

情報ネットワークを

利用した救急医療や

医療情報発信の取り

組みについて調べ，地

域が一体となった医

療情報ネットワーク

の広がりとその利便

性について捉えるこ

とができるようにす

る。 

○情報ネットワークを利用した

救急医療の取り組みについて，

さまざまな資料を読み取って調

べ，どのような便利さがあるの

かをまとめる。 

◆人々の命や健康を守るため

に，情報ネットワークを利用し

て，救急患者の搬送先をすばや

く調べたり，住民自らが医療の

情報を検索したりできる仕組み

も整えられていること。 

①写真や救急隊員の話を読み

取り，救急の患者を運ぶときに

どのように情報ネットワーク

を利用しているか調べる。 

②医療の情報を伝えるウェブ

サイト画面などをもとに，医療

に関わる情報の利用について

調べる。 

③医療に関わる情報ネットワ

ークの広がりや利便性につい

て，考えをまとめる。 

【思】さまざまな機関や人を

つなぐ医療情報ネットワー

クの広がりが，人々の生活を

安全かつ便利なものにして

いることを考え，適切に表現

している。（発）（ノ） 
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さまざまな場面

で役立つ情報

ネットワーク 

下 P18～19 

【配時１】 

図書館や医療分野以

外でも情報ネットワ

ークを利用している

場面を調べ，自分たち

の生活がどのように

便利になっているか，

考えをまとめること

ができるようにする。

○情報ネットワークを利用した

さまざまな例を調べ，情報ネッ

トワークの活用について考えを

まとめる。 

◆学校や商店，さまざまな仕事

の中でも情報ネットワークを利

用して便利になっていることが

多く，自分たちの生活に情報ネ

ットワークの活用は欠かせない

ものとなっていること。 

①複数の資料を読み取り，図書

館や病院以外でも情報ネット

ワークを利用している例を調

べる。 

②５年生の社会科で学習して

きたことの中に，情報ネットワ

ークを利用した取り組みがあ

ったか振り返って考える。 

③「まとめる」を参考に，自分

たちの生活の中で，情報ネット

ワークをどのように生かして

いるかを考え，ノートに書く。 

【知】情報ネットワークによ

って，誰が，どのように便利

になっているかをさまざま

な場面から理解している。

（ノ）（テ） 

 

【思】さまざまな場面で役立

つ情報ネットワークの役割

について，自分たちの生活と

関連づけて考え，適切に表現

している。（発）（ノ） 

  



小単元３ 情報を生かすわたしたち 配当時間 ２時間 
教科書 ５下 

P22～26 

 
目  標 

 ●インターネットの利用が生活に与える影響について調べ，情

報化が進んだ社会の中で，情報の発信者・受信者として気を

つけるべきことや，情報を生活に生かしていくために大切な

ことを捉えさせる。 

 
 
 

 
評価規準 

●観察・資料活用の技能 

情報化の進展の様子や，インターネットが生活にもたらす便

利な点・不安な点などを，適切な資料を活用して読み取って

いる。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

自分の体験やさまざまな資料をもとに，インターネットの利

便性について意欲的に調べるとともに，利用に際して注意す

べきことも積極的に考え出し，話し合おうとしている。 
  

●社会的事象についての知識・理解 

情報化が進んだ社会におけるインターネットの利便性や効

率性などとともに，注意点や問題点についても理解している。  

●社会的な思考・判断・表現 

情報化が進んだ生活の中で，自分はどのようなことに気をつ

けて暮らしていけばよいか考え，表現している。 

指導・評価のポイント 

●本小単元では，情報化の進展によって人々の生活がどのよう

に変わったかを捉え，情報化の進んだ社会の中で自分たちは

どのようにインターネットなどの情報を扱っていけばよい

かを考えていく。多くの子どもが，日常生活の中でインター

ネットをすでに体験しているだろう。その体験をもとに，イ

ンターネットのない生活を想像させたり，インターネットの

利用に際して不安なことを想起させたりして，実際の生活に

引きつけながら学習を展開していくことを心がけたい。 
●これまでの社会科の学習でも，インターネットを活用した調

査活動は取り組まれていると思われる。その際に確認した，

利用上の注意点なども振り返りながら，情報の有効な活用に

ついて改めて問い直すとよい。データの運用やウイルス対策

など，詳細なスキルにまで深入りする必要はないが，インタ

ーネットを悪用した犯罪に子どもたちが巻き込まれるのを

防ぐために，社会科でも最低限のルールを確認しておくこと

は大切である。 
●自分たちが情報の発信者にも受信者にもなるという，情報の

双方向性を意識づけることが大切である。情報産業に携わる

人々の学習も振り返ると，情報の発信者として気をつけるべ

きこと，責任をもつことについて考えが深まるだろう。 
●評価についても，インターネットの便利な点と不安な点，情

報を受け取るときと発信するときなど，一つの側面からでな

く複数の側面から情報の扱いについて考えられているかを

見取る。 
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学習指導計画 小単元名：情報を生かすわたしたち 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

身 の ま わ り に

あふれる情報 

下 P22～23 

【配時１】 

インターネットが広

がることで，自分たち

の暮らしがどのよう

に便利になっている

のかを考え，たくさん

の情報の受信・発信に

対して問題意識をも

つことができるよう

にする。 

○インターネットの普及によっ

て生活が便利になっていること

を調べ，インターネットによる

さまざまなつながりや広がりを

捉え，これから追究する学習問

題を立てる。 

◆自分たちは生活のさまざまな

場面でインターネットを利用

し，昔よりも扱うことのできる

情報の量が増えているととも

に，情報のやりとりも速くなっ

ていること。 

①インターネットの普及につ

いてグラフを読み取って調べ，

自分たちはインターネットを

使いどのようなことをしてい

るか話し合う。 

②インターネットやパソコン

がなかった時代の情報のやり

とりについて調べ，今の生活と

比べる。 

③資料をもとに，生活の中で

人々がインターネットをどう

使っているか話し合い，情報を

利用するときの注意点につい

て，調べる学習問題を立てる。 

【関】自分の体験やさまざま

な資料をもとに，インターネ

ットの利便性について意欲

的に調べるとともに，利用に

際して注意すべきことも積

極的に考え出し，話し合おう

としている。（発）（行） 

 

【思】情報の受信・発信に際

して注意すべきことについ

て調べる学習問題を考え，表

現している。（発）（ノ） 

情報を受け取

り，発信するわ

たしたち 

下 P24～26 

【配時１】 

インターネットの利

用に伴う不安な点に

ついて調べ，利用の際

に気をつけなければ

いけないことについ

て考え，自分の言葉で

表現できるようにす

る。 

○インターネットを利用すると

きの注意点を自分たちの体験や

具体的な資料をもとに考え，ま

とめる。 

◆インターネットの利用には，

便利な点と不安な点があり，他

の利用者のことも考えながら，

使っていく必要があること。 

①インターネットで情報をや

りとりするなかで困ったこと

はなかったか，体験を思い出し

て話し合う。 

②資料をもとに，電子メールや

ブログなどで情報を受け取る

ときと，発信するときの注意点

を考え，話し合う。 

③インターネットを使うとき

の便利な点と不安な点をノー

トなどに書き出してまとめる。 

④「まとめる」を参考に，自分

たちの生活の中で情報を生か

していくために必要なことを

考え，ノートに書く。 

【技】インターネットの利用

が人々にもたらす不安や課

題について，さまざまな資料

から的確に読み取っている。

（発）（行） 

 

【知】インターネットの長所

や短所を理解している。（ノ）

（テ） 

 

【思】情報化が進んだ生活の

中で，自分はどのようなこと

に気をつけて暮らしていけ

ばよいか考え，表現してい

る。（ノ）（テ） 

〈深める〉 

情報ルールを

考えよう 

下 P27 

【配時２】 

情報化が進んだ社会

で生きていくために，

自分たちは情報をど

のように生かしてい

けばよいかを考え，情

報を扱う際のルール

づくりをすることで，

学習を深めることが

できるようにする。 

○自分たちは情報をどのように

生かしていけばよいか，これま

での学習をもとに考えて話し合

い，ルールにまとめ上げる。 

◆一人ひとりが情報の受信者・

発信者であり，生活の中で情報

を上手に生かしていくという意

識をもち続けることが大切であ

ること。 

①自分たちが暮らしのどのよ

うな場面で，マスメディアの情

報や情報ネットワークの利用

を必要としているかについて，

学習を振り返り話し合う。 

②情報を受け取るときと発信

するときで，特にどのようなこ

とに気をつければよいか話し

合う。 

③話し合いをもとに，自分の言

葉で「情報ルール」を作成する。 

【思】これまでの学習を生か

したり，自分の生活を振り返

ったりして，情報を扱う際の

ルールを考え，自分の言葉で

まとめている。（ノ） 

 

  



大単元５ 国土の自然とともに生きる 配当時間 17 時間 
教科書 ５下 

P28～63 

 
目  標 

●国土や地域の自然環境に関する記述や写真からの情報，地図

や地球儀，統計などの資料を収集・選択し，自然環境と人々

の生活や産業との関わりについて，広い視野から考えさせる。 

●自分たちと国土や地域の自然環境との結びつきに気づき，森

林を守り育てていくことや，自然災害を防止することの大切

さ，公害から健康や生活環境を守ることの大切さを捉えさせ

る。 
 

評価規準 

●観察・資料活用の技能 

地図や地球儀，その他の資料などを活用して，国土の自然環

境の様子などについて必要な情報を集めて読み取り，調べた

ことをノートや白地図などにまとめている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・森林資源のはたらき，自然災害とその防止の取り組み，公害

と生活環境との関わりなどに関心をもち，意欲的に調べよう

としている。 

 ・国土の環境保全や自然災害の防止の重要性に関心をもち，協

力して取り組むことの大切さを捉え，自分たちにできること

を意欲的に考えようとしている。 

 

 

  

●社会的事象についての知識・理解 ●社会的な思考・判断・表現 

・国土を保全している森林資源のはたらきや自然災害の防止の

取り組みについて捉え，国土の自然環境が自分たちの生活や

産業と密接な関わりをもっていることを理解している。 

・森林資源のはたらき，自然災害とその防止の取り組み，公害

と生活環境との関わりなどについて，学習問題や予想，学習

計画を考え，適切に表現している。 
・公害から人々の健康や生活環境を守ることの大切さを理解し

ている。 

・森林資源のはたらき，自然災害や公害の発生，人々の生活や

産業の様子などを相互に関連づけて，国土の自然環境と人々

の生活や産業との密接な関連について考え，適切に表現して

いる。 
 

 

 

大単元の構成 

 

大単元の主題… 国土の自然環境や生活環境の保全の大切さ  

オリエンテーション ① 【主な学習内容】 

  

１ 森林を守る人々 ④   

  ………………… 森林のはたらき 

  ………………… 森林資源の育成や保護 

２ 自然災害とともに生きる ⑤   

  ………………… 自然災害と国土の環境，国民生活との関わり 

  ………………… 防災の取り組み，防災意識を高めることの大切さ 

３ 生活環境を守る人々 ⑤   

  ………………… 過去の公害の被害と，克服のあゆみ 

  ………………… 生活環境の改善，保全のための取り組みや努力 

深める 

環境にやさしい国・日本を目ざして ② 
 

○の中の数字は，配当時数。 
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小単元１ 森林を守る人々 配当時間 ４時間 
教科書 ５下 

P32～39 

 
目  標 

●国土の保全や水資源の涵養，地球温暖化の抑制など，人々の

生活にとって重要な役割を果たしている森林資源を守るた

め，さまざまな取り組みがあることを捉えるとともに，自分

たちが環境を守るためにできる取り組みや心がけについて

考えさせる。

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

森林や木製品と，自分たちの生活との結びつきに関心をもち，

意欲的に調べようとしている。また，国土の森林資源を守っ

ていくことに関心をもち，これからの取り組みについて考え

ようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

森林資源のはたらきや人々の生活との結びつきについて調

べる学習問題を考え，表現している。また，国土の森林資源

と人々の生活とが密接なつながりをもっていることや，森林

資源を守ることの大切さについて考え，適切に表現している。 

●観察・資料活用の技能 

森林資源のはたらきや，森林資源を守り育てる人々の工夫や

努力について，必要な情報を集めて読み取り，ノートにまと

めている。 

 

 

●社会的事象についての知識・理解  

国土の保全や水資源の涵養，地球温暖化の抑制といった森林

資源のはたらきを捉え，森林と人々の生活との密接なつなが

りや森林保全の大切さについて理解している。 

 

指導・評価のポイント 

●森林が自分たちの生活に果たす役割を具体的に捉えること

で，その保全の必要性をより確かに感じ取れるようになる。

教科書 P34～35 のイラスト資料などを有効に活用して，さ

まざまな側面から森林のはたらきを見つけられるようにし

たい。 
●自然に育ったように見える森林でも，その半分近くは人工林

であるという事実は，子どもたちにとって意外なものであろ

う。人工林は，人間の手入れがなければ荒廃してしまう。こ

ういった事実を捉えることで，広大な森林を守り育てる林業

という仕事の大切さに迫ることができる。また，樹木の生育

サイクルの長さにも着目させ，一時的な取り組みではなく継

続的な保全が必要となることにも気づかせたい。 
●「森林を守る」というと，「森林になるべく手をつけず，木

を切り倒さないこと」という考えをもつ子どももいるかもし

れない。過剰な乱伐は禁じられるべきだが，計画的かつ適切

な間伐・伐採は，森林保全のために必要なものだということ

に留意したい。 
●森林のさまざまなはたらきを整理してまとめる活動を設け，

知識・理解の観点の評価に生かす。それらのはたらきを踏ま

え，自分たちの生活と森林がどのような関わりをもっている

かを考えられているかどうかが，思考・判断・表現の観点の

評価におけるポイントとなる。
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学習指導計画 大単元名：国土の自然とともに生きる 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

オリエンテーシ

ョン 

下 P28～31 

【配時１】 

日本の国土には豊か

な自然があることを

知り，国土の環境につ

いて調べる意欲をも

つことができるよう

にする。 

○既習事項と関連づけながら，

国土の自然環境や土地利用の様

子をさまざまな資料から読み取

る。 

◆日本の国土では豊かな自然環

境が各地で見られ，国土の 7 割

近くは森林であること。 

①日本各地に見られる豊かな

自然の写真を見て，どのあたり

の様子かを予想し，地図で確か

める。 

②これまでの学習で取り上げ

た，自然条件に特色ある地域を

思い出し，地図上に位置づけ

る。 

③衛星写真やグラフなどの資

料から，日本の国土が豊かな森

林におおわれていることを読

み取る。 

【関】国土の自然環境や土地

利用の様子を知り，国土の環

境と人々の生活とのつなが

りについて，関心をもって調

べようとしている。（発）（行）

 

学習指導計画 小単元名：森林を守る人々 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

森林を身近に

感じるくらし 

下 P32～33 

【配時１】 

森林での体験や木製

品の利用について話

し合ったり調べたり

して，森林と自分たち

の生活との結びつき

に関心をもつことが

できるようにする。 

○自分たちの森林での体験，木

製品の利用の経験を話し合った

り，森林との関わりが深い秋田

県能代市の小学校の様子につい

て調べたりして，学習問題を立

てる。 

◆身のまわりにはさまざまな木

製品が使われており，森林と生

活との結びつきが見られるこ

と。 

①自分の身のまわりにある木

製品や，森林の自然とふれ合っ

た経験について発表し合う。 

②森林との関わりが深い秋田

県能代市の小学校の様子につ

いて，写真などを読み取って調

べる。 

③森林と生活との結びつきに

ついて調べる学習問題を立て

る。 

【関】森林や木製品と，自分

たちの生活との結びつきに

関心をもち，意欲的に調べよ

うとしている。（発）（行） 

 

【思】森林資源のはたらきや

人々の生活との結びつきに

ついて調べる学習問題を考

え，表現している。（発）（ノ）

森林のはたら

き 

下 P34～35 

【配時１】 

森林がある場合とな

い場合の様子を比較

して，森林にはさまざ

まなはたらきがあり，

人々の生活と深く結

びついていることを

理解できるようにす

る。 

○森林のはたらきや人々の生活

とのつながりについて，2枚のイ

ラストをもとに調べてまとめ，

説明する。 

◆森林は動植物にさまざまな恵

みをもたらすだけでなく，災害

などから人々の生活を守った

り，水を蓄えたりするはたらき

があること。 

①2枚のイラストを比較し，森

林がある場合とない場合との

違いを見つけ，発表し合う。 

②森林がないことで起こる問

題を考え，話し合う。 

③森林のはたらきを文章にま

とめ，イラストを活用して説明

する。 

【技】二つの異なるイラスト

を比較して，さまざまな違い

を見つけている。（発）（行）

 

【知】国土の森林資源のはた

らきと，森林と人々の生活と

の密接なつながりについて

理解している。（発）（ノ） 

森 林 を 守 り 育

てる人々 

下 P36～37 

【配時１】 

森林を守り育てる

人々の工夫や努力，林

業が抱える課題につ

いて，資料を活用して

調べ，まとめることが

できるようにする。 

○林業の具体的な仕事の様子

や，日本の森林や林業の現状に

ついて，写真資料や林業従事者

の人の話などから調べ，ノート

にまとめる。 

◆森林資源は，林業を続ける

人々の工夫や努力によって守ら

れており，そういった手入れや

木材の利用を適切に進めていく

必要があること。 

①｢手入れがされず，あれた森

林｣と｢手入れがされている森

林｣の写真を比較し，気づいた

ことを発表し合う。 

②林業で働く人の話や写真資

料をもとに，森林を守り育てる

人々の仕事について調べ，ノー

トにまとめる。 

③林業が抱える課題を資料か

ら読み取り，感想を発表し合

う。 

【知】森林資源を守り育てる

人々の工夫や努力について，

必要な情報を集めて読み取

り，捉えている。（発）（ノ）
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森林を守り，地

球を守る 

下 P38～39 

【配時１】 

森林を守るさまざま

な取り組みについて

調べ，森林を守るため

にどのような取り組

みや心がけが大切か

を考えることができ

るようにする。 

○森林を守るための取り組みに

ついてさまざまな資料を読み取

って調べ，国土や地球の環境を

守るために大切なことを考え

る。 

◆多くの人々によって，森林資

源を守るための取り組みが行わ

れていること。また，森林資源

の保護は，地球温暖化の抑制な

ど，地球環境を守ることにもつ

ながること。 

①森林を守るためのさまざま

な取り組みについて，資料を読

み取って調べる。 

②森林を守ることは，地球温暖

化から国土や地球を守ること

にもつながることを，資料を読

み取って捉える。 

③「まとめる」を参考に，これ

から森林を守っていくために

大切だと思う取り組みや心が

けを考え，ノートにまとめる。 

【思】国土の森林資源と人々

の生活とが密接なつながり

をもっていることや，森林資

源を守ることの大切さにつ

いて考え，適切に表現してい

る。（発）（ノ） 

 

【関】国土の森林資源を守っ

ていくことに関心をもち，こ

れからの取り組みや心がけ

について考えようとしてい

る。（ノ）（テ） 

  



小単元２ 自然災害とともに生きる 配当時間 ５時間 
教科書 ５下 

P40～47 

 
目  標 

●日本ではさまざまな自然災害が起こり，それらは国土の自然

の特色と関わっていることを理解するとともに，災害から暮

らしを守るためのさまざまな取り組みについて調べ，自分た

ちにできる取り組みについて考えさせる。 
 

 
評価規準 

●観察・資料活用の技能 

日本で起こる自然災害と，災害から暮らしを守るための取り

組みについて，さまざまな資料から適切に読み取り，わかっ

たことをノートなどに整理している。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

自然災害から暮らしを守るためにどのような取り組みや工

夫がなされているのか，意欲的に調べようとしている。 

 

  

●社会的事象についての知識・理解 

日本ではさまざまな自然災害が発生し，それらの発生は国土

の自然の特色と関係があることを理解している。また，災害

から暮らしを守るために，さまざまな公共事業や地域での協

力をもとにした活動が行われていることや，防災だけでなく

減災の考え方も大切であることを理解している。 

●社会的な思考・判断・表現 

自然災害から暮らしを守るために，地域で協力してできるこ

とや自分にできることについて，調べたことをもとに考え，

表現している。 

 

 

 

指導・評価のポイント 

●自然災害の被害の様子をつかみ，その防止のための取り組み

について考える資料として，東日本大震災の事例はぜひ取り

上げたい。日本の国土では，今後も大規模な地震の発生が懸

念されており，その備えとして先の震災に学ぶことが必要で

ある。しかし，被害の様子を伝える写真・映像などの資料の

扱いについては，子どもの心に与える影響を配慮しなければ

ならない。震災に限らず，なんらかの災害で被災した地域や，

被災者のいる地域・学級では特に，実情に応じた教材開発が

必要となる。 
●国土の地形や気候についての学習を振り返りながら，自然条

件の特色（夏は梅雨や台風で雨が多く降る，冬の日本海側で

は雪が多く降る，山地が多い，など）と自然災害を関連づけ

て見ていくようにする。 
●日本で起こる自然災害，それらを防ぐための公共事業につい

て調べたことをもとに，自然災害の発生に備え，地域の中で，

あるいは自分でできることを考える活動を通して，思考・判

断・表現の観点の評価に生かす。これらの学習を，実生活に

生かしていこうという意識が見られるかどうかが，関心・意

欲・態度の観点での評価における大切なポイントである。  
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学習指導計画 小単元名：自然災害とともに生きる 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

自然災害とわ

た し た ち の 国

土 

下 P40～43 

【配時２】 

日本で起こった自然

災害を調べることを

通して，自然災害と国

土の自然環境との関

係について考えると

ともに，自然災害から

暮らしを守るための

取り組みについて，調

べていく見通しをも

てるようにする。 

○日本の自然災害について，さ

まざまな資料をもとに調べ，自

然災害と国土の自然環境との関

係について話し合い，自然災害

から暮らしを守るための取り組

みについて調べる学習問題を立

てる。 

◆日本では国土の地形や気候の

特色によって，土砂崩れや地震，

雪害などさまざまな自然災害が

発生していること。 

①写真をもとに，東日本大震災

の被害の大きさについて話し

合う。 

②日本の自然災害の種類や発

生場所，被害の様子について，

地図や年表などの資料をもと

に調べる。 

③自然災害と国土の自然との

関係について，気づいたことを

話し合う。 

④自然災害から暮らしを守る

ための取り組みについて調べ

る学習問題を立てる。 

【関】日本で発生するさまざ

まな自然災害について関心

をもち，自然災害から暮らし

を守る取り組みを意欲的に

調べようとしている。（発）

（行） 

 

【知】日本ではさまざまな自

然災害が発生し，それらの発

生は国土の自然の特色と関

係があることを理解してい

る。（発）(ノ） 

 

【思】自然災害から暮らしを

守るための取り組みについ

て調べる学習問題を考え，表

現している。（発）（ノ） 

自然災害に強

いまちづくり 

下 P44～45 

【配時１】 

自然災害から暮らし

を守るために，国や都

道府県などが，施設の

建設や避難場所の決

定・周知といったさま

ざまな公共事業に取

り組んでいることを

理解できるようにす

る。 

○自然災害から暮らしを守るた

めの国や都道府県などの取り組

みについて，各種資料から調べ

て発表し合い，自分たちの地域

での取り組みについても話し合

う。 

◆自然災害から暮らしを守るた

めに，国や都道府県などが，さ

まざまな施設の建設や整備など

の取り組みを進めていること。

①さまざまな防災施設の写真

から，自然災害に対してどのよ

うな取り組みが行われている

のか予想する。 

②自然災害から暮らしを守る

ための国や都道府県などの取

り組みについて，資料を読み取

って調べ，発表し合う。 

③自分の住む地域にある防災

施設や防災のための取り組み

を思い出し，話し合う。 

【技】さまざまな自然災害か

ら暮らしを守るための具体

的な取り組みについて，資料

をもとに読み取っている。

（発）（ノ） 

 

【知】国や都道府県などが，

防災のために計画を立て，さ

まざまな施設の建設や整備

などの取り組みを進めてい

ることを捉えている。（発）

（ノ） 

協 力 し て 自 然

災害を防ぐ 

下 P46～47 

【配時２】 

自然災害から暮らし

を守るために，「減災」

の考え方が広まって

いることを捉えると

ともに，地域で協力し

てできることや自分

にできることを考え

られるようにする。 

○災害から暮らしを守るため

に，地域で協力してできること

や自分にできることについて，

具体的な資料を通して考え，話

し合う。 

◆自然災害から暮らしを守るた

めには，「公助」だけでなく「自

助」「共助」といった身近な取り

組みも必要であり，日頃から災

害に対する意識を高めておくこ

とで被害を減らそうとする考え

が大切であること。 

①防災活動の写真をもとに，災

害から暮らしを守るために地

域で協力してできることを考

え，話し合う。 

②過去の災害を語り継ぐ事例

を読み取り，感想を話し合う。 

③「減災」の考え方について読

み取り，自分たちにできること

を考え，発表し合う。 

④「まとめる」を参考に，自然

災害に備えて取り組もうと思

うこと，気をつけたいことを考

え，ノートに書く。 

【思】自然災害から暮らしを

守るために，地域で協力して

できることや自分にできる

ことについて，調べたことを

もとに考え，表現している。

（ノ）（テ） 

 

【関】自然災害に備えて，自

分たちにもできることはな

いか，実際の暮らしと結びつ

けながら考えようとしてい

る。（発）（ノ） 

  



小単元３ 生活環境を守る人々 配当時間 ５時間 
教科書 ５下 

P48～58 

 
目  標 

●北九州市で起きた公害について調べ，被害の様子や原因，公

害を克服し起こさないための人々の努力や願いを捉えさせ

るとともに，国民の生活環境を守り続けていくためには，産

業の進め方や暮らし方も見直していく必要があることにつ

いて考えさせる。

評価規準 

●観察・資料活用の技能 

公害の被害の様子や，公害を防ぐ人々の取り組み,環境を守

るための人々の努力などについて，写真や年表など複数の資

料を関連づけながら，適切に読み取っている。 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

現在とは異なる 1960 年代の北九州市の環境や人々の考えに

関心をもち，公害の原因や経過，現在の取り組みについて意

欲的に調べ，これからの自分たちの暮らしや産業のあり方に

ついても考えようとしている。  

  

●社会的事象についての知識・理解 

高度経済成長期の工業生産では，人々の健康や自然環境を守

るという考えが最優先されず，公害が発生してしまったこと，

北九州市では市民・市・工場が協力し，工業生産や資源の利

用についての考え方を見直すことで公害を乗り越えてきた

ことを理解している。

●社会的な思考・判断・表現 

環境を守るための人々の努力について調べ，その大切さにつ

いて考えるとともに，環境を守っていくためには，産業の進

め方や暮らし方も見直していく必要があることを考え，表現

している。 

 

指導・評価のポイント 

●本小単元では，福岡県北九州市の事例を二つの側面で扱って

いる。一つは，過去の公害発生都市としての側面である。も

う一つは，現在の環境先進都市としての側面である。現在の

北九州市の姿があるのは，過去の公害に対する反省があった

からに他ならない。市民・市・工場が一体となって公害を克

服してきた歩みと，その経験を生かした国際協力の事業など

を調べ，環境問題には，地域や世界が一体となった取り組み

が大切であることを捉えさせたい。 
●子どもたちにとって，「エコ」「リサイクル」といった言葉は

身近なものとなっており，環境に配慮した取り組みは周囲に

数多く見られる。このように，環境問題が重視され，広がり

を見せるようになったのは，公害による人々の苦悩や，それ

を克服する大変な努力があったからだということに気づか

せたい。そのうえで，自分たちも生態系の一部であり，自然

と共存していかなければならないという基本的な理念を改

めて認識させたい。 
●公害を克服するための，あるいは環境を守るための，さまざ

まな取り組みについて触れるなかで，そこにある人々の思い

や願いについて考えることができているかを見取り，思考・

判断・表現の観点の評価に生かしたい。
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学習指導計画 小単元名：生活環境を守る人々 
（発）＝発言・発表，（行）＝行動観察，（ノ）＝ノート・作品，（テ）＝テスト 

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 評価規準/評価方法 

青空を取りもど

したまち 

下 P48～49 

【配時１】 

北九州市の空や海の

変化の様子や，その変

化に対して人々がど

のように考えていた

かを調べ，環境を守る

ための取り組みにつ

いて関心をもつこと

ができるようにする。

○1960 年頃と現在の北九州市の

写真を比べて，その変化の原因

を予想するとともに，そこに住

む人々がどのように考えていた

のかを調べ，生活環境を守るた

めの取り組みについて調べる学

習問題を立てる。 

◆かつて，北九州市の空や海は

汚れていて，人々の生活にも影

響を及ぼしていたが，現在では

きれいな環境に戻っているこ

と。 

①1960 年頃と現在の北九州市

の写真を比べて，気づいたこと

を話し合い，海や空が汚れた原

因を予想する。 

②当時の北九州市の人々が，空

や海の汚れをどのように受け

止めていたのか，資料をもとに

調べる。 

③どのようにして現在のきれ

いな空と海に戻っていったの

かを予想し合い，学習問題を立

てる。 

【関】現在とは異なる 1960

年頃の空や海の様子，当時の

人々の考えを知ることを通

して，北九州市の人々が環境

をきれいにするためにどの

ような取り組みをしてきた

のか，関心をもって調べよう

としている。（発）（ノ） 

 

【思】北九州市の環境の変化

の原因を予想し，生活環境を

守る取り組みについて調べ

る学習問題を考え，表現して

いる。（発）（ノ） 

公害をなくすた

めに 

下 P50～51 

【配時１】 

公害をなくすために，

市民・市・工場がどの

ような取り組みをし

たのかを調べ，それぞ

れの果たした役割と

互いの関連について

捉えることができる

ようにする。 

○さまざまな資料をもとに，公

害のもたらす影響や公害をなく

すための努力について調べ，市

民・市・工場の果たした役割と

互いの関連について話し合う。

◆市民が公害の被害を調査し，

公害防止を呼びかけたことで，

市や工場が公害を防ぐ取り組み

を始め，長年にわたる努力によ

ってきれいな環境がよみがえっ

たこと。 

①写真などの資料をもとに，当

時の工業生産の様子や，ばいじ

んの被害が人々の生活にもた

らした影響についてつかむ。 

②公害をなくす運動に参加し

た人の話をもとに，市民が公害

をなくすためにどのような取

り組みをしたのかを調べる。 

③写真や年表などの資料をも

とに，市民・市・工場が公害を

なくすために果たした役割と，

互いの関連について話し合う。 

【知】公害をなくすために，

市民・市・工場がそれぞれ果

たした役割と，地域で一体と

なって取り組んだことを捉

えている。（発）（ノ） 

環境首都を目

ざして 

下 P52～53 

【配時１】 

現在の北九州市の環

境を守る取り組みに

ついて調べ，公害を乗

り越えてきた市の

人々の思いや願いに

ついて考えることが

できるようにする。 

○北九州市で現在も取り組まれ

ている環境保全の活動について

調べ，こうした取り組みを続け

ていく人々が目ざしていること

は何か，考えて話し合う。 

◆北九州市では，公害を二度と

起こさないように，また地域や

世界全体の環境を守っていくた

めに，さまざまな取り組みを現

在も続けていること。 

①北九州市の小学生が取り組

んでいる環境保全活動につい

て，写真を読み取って捉える。 

②さまざまな資料をもとに，北

九州市で現在行われている，環

境を守るための取り組みにつ

いて調べる。 

③公害を乗り越えたあとも環

境を守る取り組みを続けてい

る，北九州市の人々の思いや願

いについて考え，話し合う。 

【思】公害を乗り越えたあと

も環境を守る取り組みを続

けている人々が，目ざしてい

ることについて考え，表現し

ている。（発）（ノ） 

ご み ゼ ロ を 目

ざして 

下 P54～55 

【配時１】 

北九州エコタウンの

リサイクル施設の様

子について調べ，環境

を守ることにつなが

る資源の有効活用に

ついて，考えることが

できるようにする。 

○エコタウンの施設や自動車リ

サイクルの様子について調べる

ことを通して，環境を守ってい

くうえで大切なことについて考

え，発表し合う。 

◆北九州エコタウンには，さま

ざまなリサイクル技術をもった

工場があり，自動車などの工業

製品が資源として再利用されて

いること。資源の有効な活用が

大切であること。 

①航空写真などの資料を読み

取り，エコタウンで扱っている

製品を調べる。 

②工場の人の話や写真資料を

もとに，自動車リサイクルの流

れや作業の様子を調べ，気づい

たことを話し合う。 

③調べたことをもとに，身のま

わりの環境を守っていくため

には，どのようなことが大切か

考え，発表し合う。 

【思】調べたことをもとに，

環境を守っていくためには，

製品のつくり方や暮らし方

も見直していく必要がある

ことを考え，表現している。

（発）（ノ） 
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わたしたちも自

然の一部 

下 P56～58 

【配時１】 

人間と自然との結び

つきや，過去に起きた

公害について資料を

読み取って捉え，自然

環境を守ることと自

分たちの便利な生活

との関係について，考

えることができるよ

うにする。 

○イラストや写真などの資料か

ら，人間と自然との結びつきや，

過去に大きな被害を出した公害

の影響について読み取り，自然

環境を守ることと自分たちの便

利な生活との関係について考

え，話し合う。 

◆自分たちの生活と自然環境は

密接に結びついており，工業発

展に伴い発生する公害などによ

って，その関係が崩れると，生

活にも大きな被害が出ること。

①イラストを見て，矢印で結ば

れた関係の意味や，その関係が

崩れた場合の影響について話

し合う。 

②自然との結びつきが損なわ

れて大きな被害を出した公害

について，資料を読み取って調

べる。 

③自然を守ることと自分たち

の便利な生活との関係につい

て考え，今後，自分たちの生活

をどのようにしていけばよい

か話し合う。 

④「まとめる」を参考に，公害

の防止と自分たちの生活との

関わりについて考え，ノートに

書き表す。 

【技】イラストの矢印から，

人間も含めた自然環境の中

の結びつきを的確に読み取

っている。（発）（行） 

 

【関】自然環境と自分の生活

との結びつきについて，関心

をもって考えようとしてい

る。（発）（ノ） 

 

【思】公害を発生させず，環

境にやさしい生活を続ける

ために，大切なことを考え，

表現している。（ノ）（テ） 

〈深める〉 

環境にやさしい

国・日本を目ざ

して 

下 P59 

【配時２】 

自分たちの日頃の生

活を振り返り，環境に

やさしい暮らしや活

動について具体的に

捉え，環境にやさしい

取り組みをより多く

の人が行ったり続け

たりするにはどうし

たらよいかを考える

ことができるように

する。 

○「環境チェック表」などをも

とに，環境に配慮した身近な行

動や取り組みについて話し合

い，環境を守る活動の具体的な

様子や難しさについて考え，そ

れらの活動を広げ続けていくた

めにはどうしたらよいか，自分

の考えをまとめる。 

◆環境を守っていくために，一

人ひとりが，自分たちにできる

取り組みを続けていくことが大

切であること。 

①自分の日頃の生活を振り返

り，「環境チェック表」のあて

はまる項目にチェックする。 

②チェックの結果をもとに，日

頃行っている取り組みの内容

や，取り組む難しさについて話

し合う。 

③チェック表に書かれている

内容以外に，環境にやさしい行

動としてどのようなものがあ

るか話し合う。 

④環境にやさしい取り組みを

より多くの人が行ったり続け

たりするにはどうしたらよい

かを話し合い，自分の考えをま

とめる。 

【思】これまでの学習を生か

したり，自分の生活を振り返

ったりして，環境にやさしい

取り組みをより多くの人が

行ったり続けたりするには

どうしたらよいかを考え，表

現している。（発）（ノ） 

 

【関】環境にやさしい暮らし

や取り組みについて考えた

ことを，自分の日頃の生活に

生かそうとしている。（発）

（ノ） 

 


