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大単元４ 安全なくらしとまちづくり 配当時間 26 時間 
教科書 ３・４下 

P４～39 

 

目  標 

●地域社会における災害および事故の防止について，関係機

関は地域の人々と協力して災害および事故の防止に努め

ていることや，それらの機関が相互に連携して，緊急に対

処する体制をとっていることを，見学，調査したり資料を

活用したりして調べさせる。 

●人々の安全を守るための関係機関のはたらきと，そこに従

事している人々や地域の人々の工夫や努力を考えさせる。 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

地域社会における事故，犯罪や災害の防止のための諸活動

に関心をもち，それを意欲的に調べ，地域社会の一員とし

て地域の人々の安全な生活の維持について考えようとし

ている。 

●社会的な思考・判断・表現 

地域社会における事故，犯罪や災害の防止のための諸活動

の様子から学習問題を見いだして追究し，人々の安全を守

るための関係機関のはたらき，そこに従事している人々や

地域の人々の工夫や努力について，思考し判断したことを

言語などで適切に表現している。 

 

●観察・資料活用の技能 

地域社会における事故，犯罪や災害の防止のための諸活動

の様子を的確に調査，見学したり，具体的な資料を活用し

たりして，必要な情報を集めて的確に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 

人々の安全を守るための関係機関のはたらきとそこに従

事している人々や地域の人々の工夫や努力を理解してい

る。 

 

 

大単元の構成 
 

大単元の主題… 災害および事故の防止に努める関係機関や地域の人々の工夫や協力  

    

 オリエンテーション ① 

交通事故や火事の写真の観察や，事故を目撃したなどの体験談の交流を通して，地域の安全を守るた

めの取り組みについて関心をもち，詳しく調べようとする意欲をもたせる。 

 

 
    

 
    

 １ 事故・事件のないまちを目ざして ⑪   ２ 災害からまちを守るために ⑫ 
  

      

 グラフで調べて考えよう ①   火事について調べよう ① 
  

      

 学習問題をつくり，学習の見通しを立てよう①    消防署をたずねて調べよう ② 

      

 学校のまわりを調べよう ②   消火の仕事の他には ② 

      

 警察署をたずねて調べよう ③   学校の消防せつびを調べよう ② 

      

 くらしの安全を守る警察署 ①   地域の消防しせつを調べよう ② 

      

 地域の人々の取り組みを調べよう ①   おそろしい地震 ① 

      

 地域安全マップをつくろう ②   地震へのそなえを調べよう ① 

      

    災害から地域を守るために ① 

      

      

 深める 

地域の安全のこれからを考えよう ② 
○の中の数字は，配当時数。 
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小単元１ 事故・事件のないまちを目ざして 配当時間 11 時間 
教科書 

P６～19 

 

目  標 

●グラフなどの読み取りを通して交通事故が身近な問題で

あることに気づかせ，学区の交通の様子や警察署の仕事を

調べることを通して，交通安全施設や交通法規の意味と役

割，警察署を中心とした事故処理や事故防止の工夫と努力

を理解させる。 

●警察署や交番を見学したり，地域の人々の活動を調べたりす

ることを通して，警察署，関係の諸機関，地域の人々が相互

に協力,連携しながら地域の安全を守っていることを理解さ

せ，さらに自分ができることを考えさせる。 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・交通事故や犯罪から地域を守るための取り組みに関心をも

ち，警察署や地域の人々の諸活動を意欲的に調べたり，地

域や自分自身の安全を守るために自分にもできることを

考えようとしたりしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・市で起きた交通事故の件数を調べて疑問に感じたことをも

とに学習問題を考え，表現している。 

・交通事故や犯罪から地域を守るための施設や法規，警察署

を中心にした関係機関や地域の人々の協力・連携について，

その役割や意味を考えるとともに，地域の一員として自分

にもできることを考え，それらを表現している。 

 

●観察・資料活用の技能 

・交通事故の件数や死傷者数，主な原因をグラフや表から読み

取り，市で発生している交通事故の実状を捉えている。 

・交通安全施設の様子，警察署や交番のはたらき，地域の人々

の取り組み，危険な場所や安全な場所の分布などを，ノート

や地図にまとめている。 

●社会的事象についての知識・理解 

・交通安全施設や交通法規の意味と役割，警察署を中心とした

事故の処理や防止の工夫と努力，警察署，関係機関，地域の

人々が相互に協力・連携しながら地域の安全を守っているこ

とを理解している。 

 

指導・評価のポイント 

交通安全施設の調査や，地域の安全を守る活動をしている

人へのインタビューなど，体験活動を多く取り入れたい。指

導では，交通事故の処理や防止，防犯において，関連機関と

地域の人々が協力，連携している姿を具体的に捉えさせる。 

関係機関と地域の人々との「協力」については，地域の交

通安全施設や交番の警察官と住民との情報交換，地域の人々

による「子ども見守り隊」，学校，地域，警察の協力による

「地域安全会議」，防犯パトロールの車や「こども 110 番の

くるま」，「こども 110 番のいえ」などを扱っている。 

関係機関が相互に｢連携」する様子は，110 番の仕組みに

よって，関係機関に素早く連絡が届き，早急に事故処理にあ

たることから捉えさせる。また，消防局や交通管制センター

への連絡も，迅速な事故処理には欠かせないことも理解させ

る。 

評価のポイントは，地域の安全のため，警察と地域が協力，

連携している姿が捉えられたかどうか，児童自身も地域の一

員として安全な地域づくりに関わっていこうとしているか

どうかである。 
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学習指導計画 大単元名：安全なくらしとまちづくり 

（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 

P4～5 

【配時１】 

交通事故や火災の写

真を読み取ったり，見

聞きしたことや体験

したことなどを発表

したりすることを通

して，安全なまちにす

るにはどうしたらよ

いか，調べる意欲がも

てるようにする。 

○交通事故や火災の写真を観察

して気づいたことや感じたこ

と，あるいは，これまでに見た

り聞いたりした交通事故や火災

の様子，交通事故にあいそうに

なった体験などを発表し，誰が

どのように地域の安全を守って

いるのかについて話し合う。 

◆交通事故や火災の現場では，

警察署と消防署が協力して処理

にあたっていること。 

①交通事故や火災の現場の写

真を読み取る。 

②交通事故や火災の現場につ

いて，知っていることや見聞き

したことを発表する。 

③発表したことをもとに，誰が

どのように地域の安全を守っ

ているのかについて問いをも

つ。 

【関】交通事故や火災の写真

などの観察や発表に意欲的

に取り組み，市で起きた交通

事故や火災に関心をもち意

欲的に調べようとしている。

（発）（行） 

【技】交通事故や火災現場の

写真を見て，どの機関の人

が，どのように対応している

のかを読み取り，的確に指摘

している。（発）（ノ） 

 

学習指導計画 小単元名：事故・事件のないまちを目ざして 

（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 

グラフで調べ

て考えよう 

P6～7 

【配時１】 

市で起きた交通事故

に関するグラフや表

から読み取ったこと

をもとに交通事故に

関心をもち，事故を防

ぐための取り組みに

ついて調べたいこと

を明らかにできるよ

うにする。 

○市で起きている交通事故の件

数や死傷者数，事故の主な原因

に関するグラフや表などを読み

取り，わかったことや疑問点を

話し合う。 

◆交通事故の件数は徐々に減少

しているが，死傷者数は増減を

繰り返していること。また，事

故の原因は様々であること。 

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

よいかという問いをもつ。 

【関】市の交通事故に関する

グラフや表を読み取り，事故

の件数や死傷者数，原因など

から交通事故の実態を意欲

的に捉えようとしている。

（発）（行） 

【技】市の交通事故の件数や

原因を表したグラフや表か

ら，数値や変化を的確に読み

取っている。（発）（ノ） 

学習問題をつ

くり，学習の

見通しを立て

よう 

P8～9 

【配時１】 

前時で読み取ったグ

ラフや表をもとに，交

通事故を防ぐために

警察署や地域の人々

はどのようなことを

しているのか，という

学習問題をつくるこ

とができるようにす

る。 

○交通事故が減ってきた理由に

ついて話し合い，調べたいこと

を明らかにして学習問題をつく

り，学習の見通しを立てる。 

◆交通事故が減ってきた理由に

ついて話し合うこと。話し合い

をもとに学習問題をつくり，追

究の見通しを立てること。 

①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，学習の見通しをも

つ。 

【関】社会科学習の進め方に

ついて関心をもち，今後の学

習計画に意欲的に役立てよ

うとしている。（発）（行） 

【思】交通事故の写真や市の

交通事故に関するグラフや

表を読み取り，疑問に思った

ことや調べたいと思ったこ

とを明らかにし，学習問題を

考え，表現している。（発）

（ノ） 

学校のまわり

を調べよう 

P10～11 

【配時 2】 

学校のまわりにある

交通事故を防ぐため

の施設を調べ，役割や

設置場所について考

えるとともに，交通法

規やルールを守るこ

との大切さを理解す

ることができるよう

にする。 

○学校のまわりにある交通事故

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。 

◆学校のまわりには，交通事故

を防ぐための様々な施設がある

こと。また，交通ルールなどの

守るべききまりがあること。 

①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，その場所にあるわけを考え

る。 

③調べて気づいたことや考え

たことを話し合う。 

【知】交通事故を防ぐための

施設やその役割を捉えると

ともに，それらが交通量や道

路事情に応じて設置されて

いることを理解している。

（発）（ノ） 
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警察署をたず

ねて調べよう 

P12～13 

【配時 3】 

交通事故を処理した

り，防いだりするため

の警察署の仕事につ

いて調べ，110番の仕

組みや警察署の交通

安全のための仕事に

ついて理解できるよ

うにする。 

○交通事故を処理したり，防い

だりするための警察署の仕事

や，仕事の工夫について調べる。 

◆交通事故の迅速な処理のため

に 110 番の仕組みがあること。

また，警察署には，交通事故を

防止するための仕事や仕組みが

あること。 

①警察署の仕事を調べる計画

を立てる。 

②交通事故が発生したときの

警察署の仕事を調べる。 

③交通事故を防ぐための警察

署の仕事を調べる。 

【技】警察署の人の説明を聞

いてメモに記録したり，疑問

に思うことを的確に質問し

たりしている。（発）（行） 

【知】110番の仕組みや，交

通事故を防ぐために警察署

が行う仕事を理解している。

（発）（ノ） 

くらしの安全

を守る警察署 

P14～15 

【配時 1】 

地域の安全を守るた

めの警察署の仕事に

ついて調べ，地域の安

全のために工夫・努力

していることを理解

できるようにする。 

○地域の安全を守るための警察

署の仕事について調べる。 

◆警察署は地域の安全を守るた

めに，防犯教室や呼びかけ，巡

回といった仕事を行っているこ

と。 

①交通事故の他に，どのような

事件が起きているのかを調べ

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

ようにかかわっているのか考

える。 

【知】警察署は事故や事件を

防止するために，地域の人々

に呼びかけを行ったり，地域

を見まわったりするといっ

た取り組みを行っているこ

とを理解している。（発）（ノ） 

地域の人々の

取り組みを調

べよう 

P16～17 

【配時１】 

地域の人々の交通事

故や事件を防ぐため

の活動を調べ，地域の

安全を守るために

人々は協力し合った

り，警察署と連携した

りしていることを理

解できるようにする。 

○地域の人々の交通事故や事件

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合

っ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。 

【知】地域の人々が主体とな

って，警察と連携し，地域の

安全を守るための取り組み

が行われていることを理解

している。（発）（ノ） 

地域安全マッ

プをつくろう 

P18～19 

【配時 2】 

地域の危険な場所や

安全な場所を表す地

域安全マップを作り，

事故や事件のない地

域にするために大切

なことについて考え

ることができるよう

にする。 

○学習で調べてきたことをもと

に，地域の危険な場所や安全な

場所を表す地域安全マップを作

る。 

◆地域には危険な場所や安全な

場所があり，人々は協力し合っ

たり警察と連携したりしながら

地域の安全を守っていること。 

①地域安全マップをつくる計

画を立てる。 

②事故や事件を防ぐ取り組み

など，調べたことを振り返り，

マップをつくる。 

③「まとめる」を参考に，地域

の安全を守るための仕組みや，

人々の取り組みを考えてノー

トに書く。 

【技】地域の安全を守る人々

や，人々の取り組みを振り返

り，地域安全マップに示すこ

とがらを整理して，マップを

わかりやすく作成している。

（行） 

【思】地域安全マップをもと

に，自分が地域の安全のため

にできることを考え，適切に

表現している。（発）（ノ） 
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小単元２ 災害からまちを守るために 配当時間 12 時間 
教科書 

P20～35 

 

目  標 

●グラフなどの読み取りを通して，火事や地震が身近な災害

であることに気づかせ，消防・防災のための様々な活動，

施設や計画について調べることを通して，それらの意味と

役割，消防署を中心とした消防・防災の工夫と努力を理解

させる。 

●消防署を見学したり学校や地域の消防施設･防災計画を調

べたりすることを通して，消防署，関係する諸機関，地域

の人々が相互に協力，連携しながら地域の安全を守ってい

ることを理解させ，さらに自分ができることを考えさせる。 

 

評価規準 

●社会事的象への関心・意欲・態度 

・火事や地震などから地域を守るための取り組みに関心をも

ち，消防署や地域の人々の取り組みについて意欲的に調べ

たり，地域や自分の身を守るために，自分にできることを

意欲的に考えようとしたりしている。 

●社会的な思考・判断・表現 

・市で起きた火事の件数を調べて疑問に感じたことをもとに

学習問題を考え，適切に表現している。 

・火事や地震から地域を守るための施設，消防署を中心とし

た関係する諸機関や地域の人々の協力・連携について，そ

の役割や意味を考えるとともに，地域の一員として自分に

もできることを考え，それらを表現している。 

 

 

 

●観察・資料活用の技能 

・火災件数や死傷者数のグラフなどを読み取り，市で発生して

いる火災の実状を捉えている。 

・学校や地域の消防施設の分布などを地図に正確にまとめてい

る。 

●社会的事象についての知識・理解 

・消防・防災のための施設や計画の意味と役割，消防署を中心

とした消火や防火の工夫と努力，消防署・関係機関・地域の

人々が相互に協力・連携しながら地域の安全を守っているこ

とを理解している。 

・大きな地震が発生した場合に予想される被害や，それに備え

るために，県や市，地域の人々などが協力していることを理

解している。 

指導・評価のポイント 

前小単元と同様に，消防署の見学や消防施設の調査，地域

の防災活動に携わる人へのインタビューなど，体験活動を多

く取り入れたい。なお，教科書は，学習指導要領が示す災害

の事例のうち「火災」を中心に扱い，関連させて「地震」も

扱っている。 

指導の際は，関係機関と地域の人々との｢協力」や「連携」

を具体的に捉えさせる。「協力」については，地域の消防団

の協力があり，広域災害である地震や津波に備えて自治会な

ども加わり，自主防災組織の協力のもとで防災計画の策定や

啓発活動などが取り組まれている。関係の諸機関が相互に

「連携」している様子は 119 番の仕組みを中心に捉えさせる。

火災や救急への早急な対処は，連絡・出動体制によるだけで

なく，現場の安全に努める警察署，災害の拡大阻止に協力す

る電力会社やガス会社，急病人を収容する病院など，多くの

連携によって支えられていることを具体的な場面を通して

理解させる。 

評価のポイントは，これらの協力，連携の姿を捉えられて

いるかどうか，さらに児童自身も地域の一員として防災活動

へ参加し，地域に協力したいという社会参画意識が高まった

かどうかである。 



6 

学習指導計画 小単元名：災害からまちを守るために 

（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 

火事について 

調べよう 

P20～21 

【配時１】 

資料の読み取りを通

して火災の恐ろしさ

に気づくとともに，学

校や地域がどうやっ

て火災から守られて

いるのかについて調

べたいことを明らか

にし，学習問題をつく

ることができるよう

にする。 

○火災のイラストや火災発生件

数，被害者数のグラフなどを読

み取り，市で発生している火災

について調べたいことを明らか

にして，学習問題をつくる。 

◆市では毎年一定件数の火災が

発生しており，発生原因も様々

であること。また，火災現場に

は消防署員以外も駆けつけ，消

火のための活動に協力している

こと。 

①資料を見て，感じたことや考

えたことを話し合う。 

②調べたいことを明らかにし

て，学習問題をつくる。 

③これまでの学習をもとにし

て，調べる計画を立てる。 

【関】火災のイラストや発生

件数，被害者数のグラフなど

から読み取ったことを意欲

的に発表したり，他の児童と

話し合ったりしている。（発）

（行） 

【思】火災のイラストや発生

件数，被害者数のグラフなど

を読み取り，そこから疑問に

思ったことや調べたいと思

ったことをもとに学習問題

を考え，表現している。（発）

（ノ） 

消防署をたず

ねて調べよう 

P22～23 

【配時 2】 

火事が起きた場合の

消防署の対処の仕方

を調べ，人々や関係機

関が連携して計画的

に行動していること

を捉えることができ

るようにする。 

○消防署の出動に関する写真や

１１９番の仕組み図を読み取

り，火事が発生した時の関係機

関への連絡や出動の様子，工夫

について調べる。 

◆警察署に１１０番の仕組みが

あるように，消防署にも１１９

番の仕組みがあること。また，

近隣の消防署からの応援体制が

あること。 

①１１９番の仕組みを調べる。 

②早く出動するための工夫を

調べる。 

③速く消火するために，消防署

はどのような工夫をしている

のか調べる。 

【技】消防署の人の説明を聞

いてメモに記録したり，疑問

に思ったことを的確に質問

したりしている。（発）（行） 

【知】１１９番の仕組みや火

事が発生した時の消防署の

仕事について理解している。

（発）(ノ) 

消火の仕事の

他には 

P24～25 

【配時 2】 

消防署の消火以外の

活動を調べ，日常から

出動に備えたり，火災

の予防に取り組んだ

りしていることを捉

えることができるよ

うにする。 

○消防や救急，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

発生していないときの消防署の

仕事について調べる。 

◆消防署には日常の訓練や点

検，啓発などの仕事があること。

１１９番通報による出動には消

火活動だけでなく，救急隊や救

助隊の活動もあること。 

①出動がないときの消防署の

仕事を調べる。 

②救急隊や救助隊の仕事を調

べる。 

③消防署の仕事を振り返り，ど

のような工夫をしているのか

考える。 

【知】消火のための出動以外

の仕事や，救急隊，救助隊の

仕事について理解している。

（発）(ノ) 

学校の消防せ

つびを調べよ

う 

P26～27 

【配時 2】 

学校の消防設備を調

べ，各設備の役割や計

画的に配置されてい

ることに気づくとと

もに，火災の発生に備

えた消防計画が立て

られていることを捉

えることができるよ

うにする。 

○学校の消防設備の写真や配置

図，先生の話から，学校におけ

る消防の取り組みを調べる。 

◆学校には様々な消防設備があ

り，適切な位置に置かれている

こと。また，学校では消防計画

に沿って，火災に備えているこ

と。 

①学校の消防設備を調べる。 

②その場所に消防設備が置か

れているわけを考える。 

③学校は火事からどのように

守られているかを考える。 

【知】学校の消防設備につい

て，設備の種類や役割，設置

場所を捉えるとともに，学校

は計画をもって火災に備え

ていることを理解している。

(発)（ノ） 
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地域の消防し

せつを調べよ

う 

P28～29 

【配時 2】 

地域の消防施設を調

べ，各設備の役割や計

画的に配置されてい

ることに気づくとと

もに，消防団の人は消

防署と協力して地域

の火災に備えている

ことを理解すること

ができるようにする。 

○地域にある消防施設の写真や

配置図，消防団の資料から，消

防施設の分布と役割，消防団の

仕事内容について調べる。 

◆地域には様々な消防施設があ

り，適切な位置に置かれている

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，施

設の種類や場所を地図に記入

する。 

②地域にある消防団は，どのよ

うな活動をしているのか，調べ

る。 

③調べたことを地図にまとめ，

わかったことを話し合う。 

【知】地域の消防施設につい

て，施設の種類や役割，設置

場所を捉えるとともに，消防

団や地域の人々は消防署と

協力して火災に備えている

ことを理解している。(発)

（ノ） 

おそろしい地

震 

P30～31 

【配時１】 

地域では，火災以外に

地震などの災害も予

想されていることに

気づき，そうした災害

への備えについて調

べる意欲をもつこと

ができるようにする。 

○過去に日本で起きた大地震の

資料から，被害の大きさや恐ろ

しさに気づき，学校や地域の災

害への備えについて調べる計画

を立てる。 

◆地震がもたらす被害は広範に

及ぶこと。また，県や市では防

災計画をつくり，地域の人々や

消防署と協力しながら災害に備

えていること。 

①地域では，火事の他にどのよ

うな災害が予想されているの

かを調べる。 

②地震が発生すると，どのよう

な被害が出るのかを調べる。 

③県や市の，災害に対する備え

を調べる。 

【関】自然災害に対する県や

市の備えについて，意欲的に

調べようとしている。（発）

（行） 

地震へのそな

えを調べよう 

P32～33 

【配時１】 

地震に備えた地域の

取り組みを調べ，自主

的な防災活動の必要

性や災害から身を守

るための知識や方法

を知ることの大切さ

を捉えることができ

るようにする。 

○地域にある防災施設の写真や

消防団員の話などを手がかり

に，地震に対する地域の物的・

人的な備えについて調べる。 

◆学校や公園は，地域の防災の

拠点であり，様々な施設や設備

があること。また，災害時に身

を守るための，実践的な取り組

みが行われていること。 

①学校や地域にある，地震に備

えるための施設や設備を調べ

る。 

②災害から身を守る知識や方

法を，人に伝える取り組みを調

べる。 

③県や市，学校や地域の，地震

などの災害に対する備えにつ

いて調べたことをノートに書

く。 

【知】学校や地域には，地震

や津波に備えるための設備

や施設があり，災害から身を

守るための知識や方法を人

に伝える取り組みも行われ

ていることを理解している。

（発）（ノ） 

災害から地域

を守るために 

P34～35 

【配時 1】 

災害から地域を守る

ために，自分はどのよ

うなことに取り組め

ばよいのかを考え，文

章で表現できるよう

にする。 

○防災訓練や予防を呼びかける

活動の写真から，自分の地域で

は防災のためにどのような活動

が行われているのかを調べ，自

分にできることを考える。 

◆地域では人々の協力によっ

て，様々な防災活動が行われて

おり，子どもが参加できる防災

活動があること。 

①地域では，どのような防災活

動が行われているのか調べる。 

②災害から地域を守るために，

自分にできることを考える。 

③「まとめる」を参考に，災害

から人や地域を守るために大

切なことについて考え，ノート

に書く。 

【関】地域には，災害から地

域を守るための様々な活動

があることを知り，自らも地

域の防災活動に意欲的に取

り組もうとしている。（発）

（行） 

【思】災害から地域を守るた

めの活動や，活動に協力する

人々の様子などを参考に，自

分にできることを考え，適切

に表現している。（発）（ノ） 

〈深める〉 

地域の安全の

これからを考

えよう 

P36～37 

【配時 2】 

地域の安全な場所や

危険な場所，災害時に

避難する場所などを，

下級生や地域の人々

に伝える活動を通し

て，地域の安全を守っ

ていこうとする自覚

をもつことができる

ようにする。 

○地域安全会議を開いて，下級

生や地域の人々を教室に招き，

作成した地域安全マップをもと

に，地域の危険な場所や安全な

場所，これから自分はどうして

いきたいかなどを発表する。 

◆自分がこれまで安全だと思っ

ていた場所にも危険が潜んでい

る可能性があること。 

①どのような会議にするかを

話し合い，発表する内容を決め

る。 

②地域安全会議を開き，作成し

たマップをもとに，地域の安全

な場所や危険な場所，災害時に

避難する場所などを下級生や

地域の人々に伝える。 

③友だちの発表や地域の人々

の意見や感想を聞いて考えた

ことをノートに書く。 

【関】学習したことをもと

に，地域の安全な場所や危険

な場所，災害時に避難する場

所などについて，下級生や地

域の人々に意欲的に伝えよ

うとしている。（発）（行） 

【思】地域の安全な場所や危

険な場所，災害時に避難する

場所はどのような場所なの

かを考えた根拠とともに示

し，適切に表現している。

（発）（ノ） 
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大単元５ 健康なくらしとまちづくり 配当時間 25 時間 
教科書 ３・４下 

P40～83 

 

目  標 

●日常生活から出る廃棄物がどのように処理されているの

か，また自分たちの飲料水がどのように提供されているの

かについて調べることを通して，廃棄物の処理と飲料水の

確保が地域の人々の生活に不可欠であることや，これらの

事業が計画的，協力的に進められていることを理解させ，

地域社会における健康で良好な生活の維持と向上に主体

的に取り組むことができるようにする。 

●各種の施設などで観察やインタビューを行ったり，地図な

どの資料を活用したりして調べ，地域の人々の願いや努力，

自分たちにもできることなどを考え，表現させる。 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

ごみの処理や飲料水の確保，下水の処理に関わる対策や事

業に関心をもち，それを意欲的に調べ，地域社会の一員と

して，ごみの減量や資源の再生利用，節水などの取り組み

に協力しようとしている。 

●社会的な思考・判断・表現 

ごみの処理や飲料水の確保，下水の処理に関わる対策や事

業について，学習問題や予想，学習計画を考えて表現し，

これらの事業や対策は地域の人々の健康な生活や良好な

生活環境の維持に役立っていることを自分たちの生活と

関連づけて考え，適切に表現している。 

●観察・資料活用の技能 

施設・設備などの観点に基づいて見学や聞き取り調査を行っ

たり，地図や統計などの資料を活用したりして，ごみの処理

や飲料水の確保，下水の処理に関わる対策や事業について必

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 

ごみの処理や飲料水の確保，下水の処理に関わる対策や事業

は，計画的・協力的に進められ，地域の人々の健康な生活や

良好な生活環境の維持と向上に役立っていることを理解して

いる。 
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大単元の構成 

大単元の主題… 
健康で良好な生活のために，計画的，協力的に進められている廃棄物の処理や飲料

水の確保 
 

       

 オリエンテーション ① 

給食の残りの行方について考えることを通して，自分たちが毎日多くのごみを出し，水を大量に使って

いることを想起させるとともに，ごみ処理や水道について関心をもたせる。 

 
      

〈せんたく〉 
      

１ ごみはどこへ ⑫  ２ 水はどこから ⑩  くらしと電気 ⑩ 
  

        

家から出るごみを調べよう ①  １日に使う水の量を調べよう ①  電気はどこから 
  

        

ごみ収集の様子を調べよう ①  水が送られてくる道を調べよう ①  どのようにして，電気をつくるの 

        

清掃工場を見学しよう ④  浄水場を見学して調べよう ③    

        

資源ごみのゆくえ ①  ダムや森林のはたらきを調べよう ①  くらしと電気のこれから 

        

ごみをもやしたあとの灰のゆくえ ①  水源を守る取り組みを調べよう ①    

        

こんなに費用がかかるなんて ①  水をむだにしないくふう ②    

        

市で働く人々の取り組み ①  使ったあとの水のゆくえを 

調べよう ① 

   

      

市でくらす人々の取り組み ①       

        

わたしたちにできることは… ① 
  深める 

くらしの見直しをよびかける言葉を考えよう ②   
    

○の中の数字は，配当時数。 
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小単元１ ごみはどこへ 配当時間 12 時間 
教科書 

P42～59 

 

目  標 

●自分たちが出すごみの種類や量，ごみ処理のきまり，処理

の仕方や費用などを具体的に調べ，ごみが生活と密接に結

びついていること，その処理やリサイクルが人々の協力と

努力によって計画的に行われていることを理解させ，ごみ

を減らしていくために自分にできることを考えさせる。 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・学校や家庭で，どのような種類のごみがどれくらい出るの

かを，意欲的に調べようとしている。 

・ごみの量を減らすために自分にできることを意欲的に考え

ようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・家庭から出るごみについて調べて,疑問に感じたことをもと

に学習問題と予想を考え，適切に表現している。 

・ごみを減らすために自分にできることは何かを考え，根拠

を明らかにして適切に表現している。 

●観察・資料活用の技能 

・ごみの収集や処理の仕方について知りたいことを，見学先

の担当者に適切に質問している。 

・市のごみに関する統計や年表を読み取り，ごみの排出や処

理などの変化の様子や関連する出来事を的確に指摘して

いる。 

●社会的事象についての知識・理解 

・ごみの処理やリサイクルが，計画的,協力的に行われている

ことを理解している。 

・ごみ収集に出すときにきまりがあることや，その理由を理

解している。 

指導・評価のポイント 

導入部で自分の家から出たごみの種類や量を調査してつ

かんだ「廃棄物と自分たちの生活や産業とのかかわり」をも

とに，ごみの行方を追究しながら廃棄物処理の「対策や事業

が計画的，協力的に進められていること」を捉えていく。 

ごみ処理に関しては，収集活動（収集車のコース，分別収

集や収集日の指定など），清掃工場における焼却率の向上，

資源ごみや焼却残渣を取り出しやすくするための工夫など

各所に計画性が見られる。資源ごみは最終的にリサイクル工

場へ搬送され資源化されるが，前提となる分別回収，回収後

のさらなる選別や不純物の除去を経て，リサイクル工場に送

られる一連の工程もまた，計画的な処理に基づいている。最

終処分場では焼却灰のリサイクルを進める一方で，埋め立て

には限界があり，また，新たな処分場の用地確保や費用面の

問題もあり，処理に関わる課題を広く捉えさせる。 

「協力的に進められていること」については，指定ごみ袋

の使用，分別や指定日の遵守，市民によるごみ減量の取り組

みや啓発活動といった協力，給食室やスーパーマーケットの

事例にみる経済活動におけるごみ減量への取り組みを総合

し，学習の結びとして，「３Ｒ」の考えを参考に，自主的な

取り組みを考える活動（社会参画）へつなげたい。 
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学習指導計画 大単元名：健康なくらしとまちづくり 

（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 

P40～41 

【配時１】 

日常生活で出るごみ

はどのように処理さ

れるのか，また，日常

生活で使われる水道

水はどのようにして

送られているのかに

ついて，調べる意欲が

もてるようにする。 

○給食の残りや食器洗いの様子

の写真などを手がかりに，日常

生活でごみを出したり，水道水

を使ったりする場面を発表し，

ごみのゆくえや水道水の供給に

ついて調べる意欲をもつ。 

◆学校生活をはじめ，日常生活

の様々な場面でごみが出たり，

水が使用されたりしているこ

と。 

①給食の残りは，どうなるのか

について話し合う。 

②使った食器は，どうなるのか

について話し合う。 

③話し合ったことをもとに，ご

みの処理や水道について調べ

る計画を立てる。 

【関】自分の生活から出るご

みの種類や，水道水を使って

いる場面について関心をも

ち，意欲的に想起しようとし

ている。（発）（行） 

 

学習指導計画 小単元名：ごみはどこへ 

（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 

家から出るご

みを調べよう 

P42～43 

【配時１】 

家から出るごみの種

類や量を調べたり，ご

みを収集に出す際に

きまりがあるわけに

ついて関心をもった

りして，調べたいこと

を明らかにして，学習

問題をつくることが

できるようにする。 

○家から出るごみの種類や量

と，ごみを収集するときのきま

りを調べ，ごみの処理について

調べる学習問題をつくる。 

◆ごみの種類ごとに分別した

り，決められた日に出したりす

るなど，収集に出す際にきまり

があること。 

①家から出るごみの種類と量

を調べる。 

②ごみの分別の仕方や収集の

きまりを調べる。 

③ごみの処理について知りた

いことを明らかにし，学習問題

をつくる。 

【関】家から，どのような種

類のごみがどれくらい出る

のかを，意欲的に調べようと

している。（発）（行） 

【思】家から出るごみの調査

を手がかりに，ごみの処理に

ついて調べたいことを明ら

かにし，学習問題を考え，表

現している。（発）（ノ） 

ごみの収集の

様子を調べよ

う 

P44～45 

【配時１】 

ごみの出し方や収集

の工夫について調べ，

大量のごみが種類別

に異なる施設に運ば

れることに気づき，そ

の理由に関心をもつ

ことができるように

する。 

○ごみの出し方，収集の仕方や

工夫を調べる。 

◆大量のごみを収集するための

工夫があることや，ごみの種類

によって処理方法が違うために

分別して収集を行っているこ

と。 

①ごみの収集の様子を調べる。 

②ごみの収集の仕方や収集の

工夫を調べる。 

③ごみを分別して収集してい

る理由を考える。 

【技】ごみ収集の様子を観察

したり，市のごみに関するグ

ラフや資料を読み取ったり

して，収集の仕方やその工夫

について適切に調べている。

（発）（ノ） 

【知】ごみを早く残さず収集

するために，収集の仕方を工

夫していることを捉えてい

る。（発）（ノ） 

清掃工場を見

学しよう 

P46～47 

【配時 4】 

清掃工場を見学して，

燃やすごみの処理の

仕方や，処理の工夫に

ついて調べることが

できるようにする。 

○清掃工場を見学し，燃やすご

みの処理の仕方と，その工夫に

ついて調べる。 

◆清掃工場では，燃やすごみを

工夫して処理していること。 

①清掃工場を見学する計画を

立てる。 

②燃やすごみを処理する様子

を調べる。 

③清掃工場で行われている工

夫を調べる。 

【技】清掃工場を見学した

り，清掃工場の資料を活用し

たりして，燃やすごみの処理

の仕方や，処理の工夫を適切

に調べている。（行）（ノ） 

資源ごみのゆ

くえ 

P48～49 

【配時１】 

資源ごみの処理の仕

方と，そのゆくえを調

べ，リサイクルを進め

るうえで大切なこと

について考えること

ができるようにする。 

○資源ごみの処理の仕方と，そ

のゆくえについて調べる。 

◆資源ごみをリサイクルしやす

くするために，自分たちも分別

に取り組むなどの協力が必要で

あること。 

①資源ごみの処理の仕方を調

べる。 

②仕分けられた資源ごみのゆ

くえを調べる。 

③資源ごみをリサイクルしや

すくするために，大切なことは

何かを考える。 

【知】資源ごみの処理の仕方

やそのゆくえについて調べ

たことをもとに，リサイクル

をしやすくするために必要

なことについて，理解してい

る。（発）（ノ） 
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ごみをもやし

たあとの灰の

ゆくえ 

P50～51 

【配時 1】 

最終処分場での処理

の仕方や，処理の工夫

について調べるとと

もに，学習を振り返っ

てごみのゆくえにつ

いてまとめることが

できるようにする。 

○最終処分場での処理の仕方や

処理の工夫について調べ，ごみ

のゆくえについてまとめる。 

◆最終処分場の使用を持続でき

るように，処理の仕方や周囲の

環境に配慮するといった取り組

みをしていること。 

①ごみを燃やした後の灰のゆ

くえを調べる。 

②最終処分場の取り組みや工

夫を調べる。 

③ごみのゆくえについて，わか

ったことをまとめる。 

【知】最終処分場での処理の

仕方や処理の工夫，ごみを処

理していくため，費用をはじ

めとする様々な課題がある

ことを理解している。（行）

（ノ） 

こんなに費用

がかかるなん

て 

P52～53 

【配時１】 

市のごみの量の変化

と処理にかかる費用

の変化について調べ，

変化の理由を捉える

ことができるように

する。 

○市のごみの量や，ごみの処理

にかかる費用について，変化と

その理由を調べる。 

◆市のごみの量や処理にかかる

費用は，人々の暮らしの在り方

や，市の取り組みによって変化

が生じていること。 

①市のごみの量やごみの処理

にかかる費用の変化について

調べる。 

②ごみの量やごみの処理にか

かる費用が大きく増えたわけ

を考える。 

③ごみを減らすために市が取

り組んでいることを調べる。 

【思】市のごみの量と処理に

かかる費用が変化している

理由を，人々の生活の変化や

市の取り組みなど，調べたこ

とと関連付けて考え，表現し

ている。（発）（ノ） 

市で働く人々

の取り組み 

P54～55 

【配時１】 

市で働く人々が，ごみ

の量を減らすために

取り組んでいること

や，そこでの工夫や努

力について調べるこ

とができるようにす

る。 

○給食室やスーパーマーケット

で働く人々の，ごみを減量する

ための取り組みと，その工夫に

ついて調べる。 

◆市で働く人々は，給食をつく

ったりスーパーマーケットで働

いたりする中で，ごみの減量や

再生利用の取り組みを進めてい

ること。 

①給食室から出たごみのゆく

えを調べる。 

②スーパーマーケットから出

たごみのゆくえを調べる。 

③市で働く人々の取り組みが，

なぜ，ごみを減らすことにつな

がっているのかを考える。 

【知】市で働く人々は仕事の

中でごみの減量や再生利用

に取り組んでいること，そう

した取り組みはとても大切

であることを理解している。

（発）（ノ） 

市 で く ら す

人々の取り組

み 

P56～57 

【配時 1】 

市で暮らす人々がご

みの量を減らすため

に行っている活動を

調べるとともに，人々

はどのようなことを

大切にして活動して

いるのかについて考

えることができるよ

うにする。 

○ごみを減量するために，市で

暮らす人々が取り組んでいる活

動を調べ，人々が活動において

大切にしていることについて考

える。 

◆市で暮らす人々は，ごみの量

を減らすために自分たちにでき

ることを進んで行っているこ

と。 

①市で暮らす人々の，ごみを減

らすための活動を調べる。 

②市で暮らす人々は，どのよう

なことを大切にして活動して

いるか，考える。 

③市で暮らす人々の活動と私

たちの暮らしとの関わりを考

える。 

【知】市で暮らす人々による

ごみ減量の取り組みと，取り

組む人々の思いを捉え，市民

がごみの減量に携わってい

くことの大切さを理解して

いる。（発）（ノ） 

わたしたちに

できることは

… 

P58～59 

【配時 1】 

学習したことをもと

に，ごみの量を減らす

ために自分たちにで

きることを考え，考え

た根拠を明らかにし

て文章で表現するこ

とができるようにす

る。 

○学習したことをもとに，ごみ

の量を減らすために自分たちに

できることを考え，文章で表現

する。 

◆ごみを減量していくために，

「３Ｒ」という考え方があり，

生活の様々な場面で実践されて

いること。 

①ごみの処理やごみの量を減

らすための取り組みなど，調べ

たことを振り返る。 

②ごみの量を減らすために，大

切なことはなにか，話し合う。 

③「まとめる」を参考に，ごみ

の処理について調べたことを

まとめ，ごみの量を減らすため

に自分にできることを考えて

ノートに書く。 

【知】学習した事例から，ご

みを減量するための取り組

みや考え方を理解している。

（発）（ノ） 

【思】ごみを減量するために

自分にできることや取り組

みたいことを考え，それを適

切に表現している。（発）（ノ） 
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小単元２ 水はどこから 配当時間 11 時間 
教科書 

P60～73 

 

目  標 

●自分たちが使う水道水の用途や量，送られてくる経路，水

源を確保するための取り組みなどを具体的に調べ，自分た

ちの暮らしと水道水が密接に結びついていることや，水道

事業が広い地域の協力と人々の努力によって計画的に行

われていることを理解させ，自分自身の水の使い方につい

て考えさせる。 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・自分たちが使う水道水が届くまでの経路に関心をもち，意

欲的に調べようとしている。 

・節水に積極的に取り組もうとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・１日に使う水の量を調べたり，市全体で使われる水の量の

変化を調べたりし，疑問に感じたことをもとに学習問題と

予想を考え，適切に表現している。 

・節水が必要である理由や，節水のために自分ができること

を考えて，適切に表現している。 

●観察・資料活用の技能 

・地図やイラスト，統計を読み取り，水道水の経路や浄水場

の働き，水道水の使用量や費用の変化を的確に捉えている。 

・水道水が送られてくるしくみについて，知りたいことを見

学先の担当者に適切に質問している。 

●社会的事象についての知識・理解 

・水道水が送られてくるしくみを正しく理解している。 

・水道水を安定的に供給するために，県を越えた他地域が協

力し，計画的な取り組みがなされていることを理解してい

る。 

 

指導・評価のポイント 

この単元では，生活水を確保するための対策や水道事業が

「計画的」「協力的」に行われていることに留意する。教科

書では，日常生活での水の用途と使用量を調べることを手が

かりに，水の安定供給を支える仕組みを追究していく。 

「計画的に行われていること」については，生活水の安定

的な水質と供給のためのダムの水量調節や浄水場の段階的，

計画的な浄水過程を調べる。教科書は「廃棄物の処理」に関

わって「下水」も扱い，取水から排水されるまでの一連の経

路と，水の循環についておさえられるようにしている。 

「協力的に行われていること」については，「(取り組みが)

他の市や県の人々の協力を得ながら行われている」例として，

水源林を守るボランティア，県の「水源の森林づくり」の事

業，県を越えた水源域と中流域の河川清掃を紹介した。 

指導要領解説書では学習活動として「資源の有効な利用の

具体的な取組やその必要性などを話し合う活動」が提示され

ている。話し合いを通じて水資源の有限性や節水の意識を涵

養し，水を大切に扱うことを呼びかける標語づくりの活動に

取り組むことで，社会参画意識を高めさせたい。 
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学習指導計画 小単元名：水はどこから 

※「水はどこから」か「くらしと電気」のどちらかを選択して学習   

（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 

１日に使う水

の量を調べよ

う 

P60～61 

【配時１】 

自分の家や市の水の

使用量などを調べ，気

づいたことや疑問に

思ったことをもとに

水道の仕組みに関心

をもち，調べたいこと

を明らかにして，学習

問題をつくることが

できるようにする。 

○自分の家の水の用途や使用

量，市全体の水の使用量やその

変化などを調べ，疑問に感じた

ことをもとに学習問題をつく

る。 

◆水は日常生活の様々な場面で

大量に使われていること。また，

近年は市の人口増加に比べて，

市の水の使用量は増えていない

こと。 

①自分たちが 1 日に使ってい

る水の量を調べる。 

②市の水の使用量と，市の人口

の移り変わりを調べる。 

③調べて気づいたことをもと

に，学習問題をつくる。 

【関】自分の家で使われる水

の用途や１日の使用量に関

心をもち，暮らしに使われる

水について積極的に知ろう

としている。（発）（行） 

【思】自分の家で使われる水

の用途や使用量，市全体の水

の使用量やその変化などを

調べ，疑問に感じたことをも

とに学習問題を考え，表現し

ている。（発）（ノ） 

水が送られて

くる道を調べ

よう 

P62～63 

【配時１】 

自分たちの使う水は，

水源からダムや浄水

場などの施設を経由

して送られてきてい

ることを絵地図や写

真から読み取ること

ができるようにする。 

○絵地図や写真などを用いて，

自分たちの使う水が送られてく

る経路について調べる。 

◆自分たちの使う水は，水源か

ら河川，ダムや浄水場などの各

施設を経て送られてきているこ

と。 

①自分たちの使う水はどこか

ら送られてくるのか，予想す

る。 

②資料を使って，水が学校や家

まで送られてくる道を調べる。 

③水が送られてくる道を調べ

て，気づいたことや疑問に思っ

たことを話し合う。 

【技】絵地図や写真などか

ら，水源から自分たちの手も

とに水が送られてくるまで

の経路やその途中にある施

設を的確に読み取っている。

（発）（ノ） 

浄水場を見学

して調べよう 

P64～65 

【配時 3】 

浄水場を見学して，そ

の仕組みやそこで働

く人の仕事を調べ，浄

水場の役割を理解す

ることができるよう

にする。 

○浄水場の様子や仕組みについ

て，浄水場で働く人から話を聞

いたり，図解を見たりして調べ

る。 

◆浄水場のはたらきによって，

安心して飲める水道水が安定的

に供給されていること。 

①浄水場の様子や仕組みを調

べる。 

②浄水場で働く人の仕事を調

べる。 

③浄水場の役割をまとめる。 

【知】浄水場の仕組みやそこ

で働く人の仕事を捉え，浄水

場の役割を理解している。

（発）（ノ） 

ダムや森林の

はたらきを調

べよう 

P66～67 

【配時１】 

ダムと森林のはたら

きについて調べ，そこ

に共通するはたらき

について理解するこ

とができるようにす

る。 

○ダムや森林のはたらきについ

て，ダムを見学して働く人から

話を聞いたり，図解を見たりし

て調べる。 

◆ダムは川に流す水量を調節

し，水道水を安定的に供給する

はたらきがあること。また，ダ

ムと森林には保水作用という共

通のはたらきがあること。 

①ダムのはたらきを調べる。 

②森林のはたらきを調べる。 

③ダムと森林に共通するはた

らきについて考える。 

【知】ダムと森林のそれぞれ

のはたらきを理解するとと

もに，ダムと森林の両方に共

通するはたらきを理解して

いる。（発）（ノ） 

水源を守る取

り組みを調べ

よう 

P68～69 

【配時 1】 

水源の森林の保護に

努めるボランティア

や県の活動，河川の美

化に努める流域住民

の取り組みなどを調

べ，水源を守るための

人々の努力に気づく

ことができるように

する。 

○水源や水源の森林を守る活動

に携わる人や，活動に協力する

県の担当者から話を聞いたり，

活動している場所を地図で確認

したりする。 

◆ボランティアなどの人々と県

が協力して水源を守る取り組み

を進めていること。その取り組

みは県や地域を越えて行われて

いること。 

①水源の森林を守るための活

動について調べる。 

②水源と森林は，どのようにか

かわりあっているのかを考え

る。 

③水源を守るための，県や地域

を越えた取り組みについて調

べる。 

【知】水源を守るため，人々

は協力して県や地域を越え

た様々な取り組みを進めて

いることを理解している。

（発）（ノ） 
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水をむだにし

ないくふう 

P70～71 

【配時 2】 

市の水の使用量が増

えていないわけを調

べ，これまでの学習を

もとに節水が必要な

理由を考えるととも

に，身近な節水の工夫

を調べ，自分にできる

ことを考えることが

できるようにする。 

○水を大切に使うことが大事な

わけを考え，水をむだにしない

ための工夫を調べる。 

◆市内の工場では以前に比べ水

の使用量が減ってきているこ

と。また，市民の水を大切に使

おうとする意識も高まってきて

いること。 

①市で使われる水の量が，あま

り増えていないわけを調べる。 

②水を大切に使うわけを，これ

までの学習をもとに考える。 

③水をむだにしないためのく

ふうを調べ，自分にできること

を考える。 

【思】学習したことをもと

に，水を大切に使うことが大

事なわけを考えるとともに，

水をむだにしないための工

夫について調べ，調べたこと

や考えたことを適切に表現

している。（発）（ノ） 

使ったあとの

水のゆくえを

調べよう 

P72～73 

【配時１】 

使った後の水のゆく

えを調べ，再利用され

たり，施設で処理され

たりしていることを

捉えるとともに，水は

循環しているという

ことに気づくことが

できるようにする。 

○使った後の水のゆくえと，下

水処理のはたらきを調べる。 

◆使った後の水は，下水処理施

設を経て海に流され，蒸発して

再び雨になり，自分たちの使う

水となるといったように循環し

ていること。 

①使ったあとの水のゆくえを，

資料から調べる。 

②下水処理施設のはたらきを

調べる。 

③「まとめる」を参考に，学習

を振り返り，水道の水を必要な

ときに，いつでも使えるように

しておくために大切なことは

何かを考えてノートに書く。 

【知】資料などを用いて，使

った水のゆくえと下水処理

施設のはたらきについて調

べ，学習したことを総合的に

振り返り，水の循環について

理解している。（発）（テ） 

【思】学習したことをもと

に，水を安定的に確保するう

えで大切なことを考え，適切

に表現している。（発）（ノ） 

〈深める〉 

くらしの見直

しをよびかけ

る言葉を考え

よう 

P74～75 

【配時 2】 

学習を振り返って，ご

みの減量や，節水を呼

びかける言葉を考え，

表現することができ

るようにする。 

○ごみの減量や，節水を呼びか

ける言葉を考えて表現し，他の

児童と批評し合う。 

◆ごみの減量や，節水を呼びか

けるために，わかりやすい言葉

で表現すること。 

①学習を振り返って，ごみの減

量や節水について，呼びかけた

い言葉を個人で考え，表現す

る。 

②グループになって，考えた言

葉と考えたわけをそれぞれ発

表し，感想を出し合う。 

③友だちの感想をもとに最初

につくった呼びかけの言葉を

加筆・修正し，表現する。 

【関】学習したことをもと

に，ごみの減量や節水につい

て呼びかけたい言葉を意欲

的に考え出そうとしている。

（発）（行） 

【思】考えた言葉を他の児童

と互いに批評し合うことを

通して，ごみの減量や節水の

呼びかけについて，よりよい

言葉で表現している。（発）

（ノ） 
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小単元 〈せんたく〉くらしと電気 配当時間 10 時間 
教科書 

P76～81 

 

目  標 

●自分たちの使っている電気がつくられ届くまでの経路や，

電力を確保するための取り組みなどを調べ，電気と生活が

密接に結びついていることや，電気事業が人々の努力によ

って計画的に取り組まれていることを理解させ，持続可能

な社会に向けた自然エネルギーの活用や節電について考

えさせる。 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・電気を安定的に供給する仕組みに関心をもち，意欲的に調

べている。 

・安全で環境に優しい発電方法に関心をもち，自らも節電に

取り組もうとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・暮らしを支える電気の供給について調べるため，学習問題

を考え，表現している。 

・電力供給の現状に関する学習をもとに，これからの電力供

給のあり方や節電の取り組みについて，自分の考えを表現

している。 

●観察・資料活用の技能 

・図表や写真から，電気が届くまでの仕組みや，必要な電力

を確保しつつ，環境や安全を守ることの大切さを的確に捉

えている。 

・電力供給について知りたいことを，必要な資料を集めて的

確に調べている。 

●社会的事象についての知識・理解 

・自分たちが使う電気がつくられ，届くまでの仕組みを正し

く理解している。 

・電力を安定供給するために計画的な取り組みがなされてい

ること，各種の発電方法の特徴や節電の方法を理解してい

る。 

 

指導・評価のポイント 

「くらしと電気」は，「水はどこから」（教科書 P60～73）

の置き換えの教材として位置づけている。水道水の供給事業

の場合と同様に，送電の経路，発電の方法，発電のために必

要な燃料の入手などについて調べる。そして，電気事業が広

域的・計画的に取り組まれていることや，資源の有限性とい

う問題を抱えていることなどに気づかせるようにする。 

なお，電気は水道と比べ，①天然資源をもとに発生させた

エネルギーを利用して発電していること（水道は雨水を利

用），②発電に利用する天然資源の殆どを外国からの輸入に

依存していること（水道は国内の水を調達），③電力が供給 

されている地域と発電所のある地域は，いくつもの県をはさん

で距離的に離れている場合が多いこと（水道は，給水地域と水

源地域の距離が比較的近い場合が多い），④電気は蓄えることが

できないこと（水は貯えが可能），といった違いがある。また，

水と違い，電気は視認できないために，児童には具体的なイメ

ージが抱きにくい。また，電力に関わる単位である「キロワッ

ト(アワー)」も児童には分かりにくいものとなりやすい。これ

らの点に留意し，供給経路のていねいな確認や，必要に応じた

補足説明などを教師は行うようにする。ただし，発電の仕組み

に深入りして学習することはできるだけ避けるようにしたい。 
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学習指導計画 せんたく：くらしと電気 

※「水はどこから」と「くらしと電気」のどちらかを選択して学習   

（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 

〈せんたく〉 

電気はどこか

ら 

P76～77 

【配時－】 

電気と自分たちの暮

らしとの結びつきに

気づき，電気について

調べる計画を立てる

ことができるように

する。 

○停電が起きた場合の暮らしへ

の影響について話し合ったり，

送電の経路を資料で調べたりし

て，暮らしと電気との関わりに

ついて調べる学習問題をつく

る。 

◆電気にはいくつかの発電方法

があり，自分たちが使う電気は

送電線により自地域以外からも

送られていること。 

①停電が起きたら，暮らしはど

うなるかを話し合う。 

②電気がどこから送られてく

るのかを調べる。 

③暮らしと電気とのかかわり

を考え，学習問題をつくる。 

【関】電気と自分の暮らしと

の結びつきについて，意欲的

に想起しようとしている。

（発）（行） 

【思】電気がどこからどのよ

うにして送られてくるのか

という学習問題を考え，表現

している。(発）（行） 

〈せんたく〉 

どのようにし

て，電気をつ

くるの 

P78～79 

【配時－】 

暮らしに必要な電気

が不足しないための

計画的な取り組みと，

３種類の発電の仕組

みや特徴を理解でき

るようにする。 

○どうすれば停電が起きないか

を話し合い，電気の需給量と各

種の発電方法について資料で調

べる。 

◆電気は不足しないよう計画的

に供給されており，主要な発電

方法である火力・原子力・水力

はそれぞれ仕組みが異なり，特

徴があること。 

①停電を起こさないために，ど

のようなことが必要かを，話し

合う。 

②電気が不足なくつくられて

いるかどうか，グラフから確か

める。 

③発電の仕組みごとに，電気の

つくり方や特徴を調べる。 

【知】電力を安定供給するた

めに，計画的な取り組みがな

されていることや，主要な発

電方法の仕組みや特徴を理

解している。（発）（ノ） 

〈せんたく〉 

くらしと電気

のこれから 

P80～81 

【配時－】 

必要な電気が不足し

ないようにするため

に，どのようなことが

大切かを考えること

ができるようにする。 

○自然の力を利用する発電を進

めようとしている理由と，電気

をむだなく使う節電の方法につ

いて調べ，話し合う。 

◆電力供給のあり方として，安

定的であるとともに，安全性か

つ環境負荷低減への留意が必要

であること。電力使用量を減ら

す節電への取り組みが重要であ

ること。 

①自然の力を利用した発電の

仕組みについて調べる。 

②自然の力を利用してつくっ

た電気を，暮らしに使っていこ

うとしているわけを考える。 

③暮らしに必要な電気をこれ

からどのようにつくり，使って

いけばよいのかを考え，まとめ

る。 

【知】従来の発電方法のみな

らず，環境に優しく安全な自

然エネルギーを利用してい

くことの大切さや，電力使用

量を減らす節電への取り組

みの重要さを理解している。

（発）（テ） 

【思】これからの電力供給の

あり方や節電の必要性につ

いて調べたことを踏まえて

考え，自分の意見として適切

に表現している。（発）（ノ） 
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大単元６ 昔から今へと続くまちづくり 配当時間 16 時間 
教科書 ３・４下 

P84～107 

 

目  標 

●地域の発展に尽くした先人の具体的事例を調べることを

通して，地域の人々の生活の向上に尽くした先人の働きや

苦心を考えさせる。 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

地域の発展に尽くした先人の働きに関心をもち，それを意

欲的に調べ，地域社会のよりよい発展を考えようとしてい

る。 

●社会的な思考・判断・表現 

地域の発展に尽くした先人の具体的事例について，学習問

題を見いだして追究し，人々の暮らしの変化や人々の願い，

地域の人々の暮らしの向上に尽くした先人の働きや苦心に

ついて思考し判断したことを，言語などで適切に表現して

いる。 

●観察・資料活用の技能 

地域の発展に尽くした先人の具体的事例を見学，調査した

り，年表などの資料を活用したりして，必要な情報を集め

て的確に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 

地域の人々の暮らしの向上に尽くした先人の働きや苦心

を理解している。 

 

 

 

大単元の構成 

 

大単元の主題… 地域の発展に尽くした人々の働きや苦心  

    

オリエンテーション ① 

昔から伝わる伝統行事や地域の今と昔の写真などをもとに，昔の土地の様子や人々の暮らし

に関心をもたせる。 

    

 １ 吉田新田はどこにあった ⑤  

    

 地図を使って調べよう ①  

    

 吉田新田を歩いてみよう ④  

    

 ２ 吉田新田はどうやってできた ⑧  

    

 歴史博物館をたずねて ④  

    

 うめ立てる前の人々のくらし ①  

    

 どのようにしてうめ立てたの？ ①  

    

 二度のていぼうづくり ①  

    

 新田ができた！ ①  

    

 深める 地域のこれからを考えよう ②  

○の中の数字は，配当時数。 
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小単元１ 吉田新田はどこにあった 配当時間 ５時間 
教科書 

P86～89 

 

目  標 

●現在の地図から新田の名残りを調べたり，新田の開発前と

開発後を古地図で比べたりして，吉田新田が現在のどの辺

りにあったのかを推測させる。 

●実際に現地を歩く活動を通して，土地の広さや平坦な地形

など，吉田新田の特徴を実感的に捉えさせるとともに，具

体的な問いをもたせる。

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・吉田新田がどこにあったのかについて，意欲的に資料を読

み取って予想したり，事実を確かめたりしようとしている。 

●社会的な思考・判断・表現 

・吉田新田のあった場所について，各種の資料からわかるこ

とを関連づけて考え，表現している。 

・吉田新田のあった場所を実際に歩き，生まれた疑問をもと

に学習問題を考え，表現している。 

●観察・資料活用の技能 

・地図を利用して，吉田新田のあった場所を実際に歩いたり，

必要な情報を集めたりするとともに，わかったことや感じ

たことを適切に記録している。 

●社会的事象についての知識・理解 

・吉田新田のあった場所と，その広がりや土地の様子につい

て理解している。

 

 

小単元２ 吉田新田はどうやってできた 配当時間 ８時間 
教科書 

P90～99 

 

目  標 

●吉田新田の開発を具体的に調べ，開発の意義を地域の生産

活動や人々の暮らしの向上と関連づけて捉えさせるとと

もに，よりよい暮らしを願った勘兵衛をはじめとする人々

の思いに気づかせる。 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・歴史博物館に出かけ，勘兵衛の開発の動機や工事の工夫，

知恵，苦労などを意欲的に調べようとしている。 

・当時使ったとされる道具を実際に使い，工事の模擬体験に

意欲的に取り組もうとしている。 

●社会的な思考・判断・表現 

・新田を開発する動機について，埋め立て前の入り海の様子

や，そこでの人々の暮らしの様子とを関連づけて考え，表

現している。 

・勘兵衛や村人の思いを，工事の工夫や困難を克服する様子

と関連づけて考え，表現している。 

●観察・資料活用の技能 

・吉田新田の開発について，資料を用いて調べたり，学芸員

に聞いたりするなど，必要な情報を適切に集め活用してい

る。 

 

●社会的事象についての知識・理解 

・先人が開発を行おうとした動機，開発における工夫や苦労，

さまざまな場面での判断について，理解している。 

・吉田新田が開発されたことによって，人々の暮らしがどの

ように変化したのかについて理解している。 
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学習指導計画 大単元名：昔から今へと続くまちづくり 

※「昔から今へと続くまちづくり」と p.102～103，p.104～105のいずれかの内容を選択して学習  

 （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 

オリエンテー

ション 

P84～85 

【配時１】 

昔から伝わる祭礼な

どの伝統行事や地域

の今と昔の写真など

をもとに，昔の土地の

様子や人々の暮らし

に関心をもち，調べる

意欲をもてるように

する。 

○地域の伝統行事や史跡などに

ついて，実際に見聞きして調べ

たことをもとに話し合い，その

歴史や由来について関心をも

ち，写真や絵地図などの読み取

りを通して地域の昔の様子を捉

え，調べようとする意欲をもつ。 

◆地域には，昔，田が広がって

いたこと。もとは海だった場所

を埋め立てて新田開発が行われ

た土地であること。 

①古くから地域で続いている

祭りの趣旨や由来を調べる。 

②地域の昔の写真を読み取り，

土地の昔の様子を捉える。 

③地域の土地の成り立ちに関

心をもつ。 

【関】地域の昔の様子に関心

を持ち，意欲的に調べようと

している。（発）（行） 

【技】地域の祭りの趣旨や由

来を調べたり，写真から土地

の昔の様子を的確に読み取

ったりしている。（発）（ノ） 

 

学習指導計画 小単元名：吉田新田はどこにあった 

（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 

地図を使って 

調べよう 

P86～87 

【配時１】 

現在の地図や，埋め立

て前と埋め立て後の

絵地図，現在の航空写

真を比べるなどして，

新田の開かれた土地

が現在のどこにあた

るのかを推測できる

ようにする。 

○埋め立て前と埋め立て後の絵

地図と現在の地図や航空写真を

見比べて，吉田新田のあった場

所を捉えるとともに，疑問に思

ったことを整理して，学習問題

をつくる。 

◆吉田新田は入り海を埋め立て

てつくられた，広大なつりがね

形の土地であったこと。 

①吉田新田のあった場所を，地

図から予想する。 

②昔の絵地図や写真を見て，吉

田新田の埋め立て前と埋め立

て後，今の様子を比べる。 

③気づいたことや疑問に思っ

たことをノートや付箋紙に書

く。 

【関】吉田新田のあった場所

を，地図や絵地図，写真を手

がかりに意欲的に予想した

り，事実を確かめたりしよう

としている。（発）（行） 

【思】吉田新田に関する各資

料を読み取り，疑問に思った

ことは付箋紙に書き出すと

ともに，学習問題を考え，表

現している。（発）（ノ） 

吉田新田を 

歩いてみよう 

P88～89 

【配時 4】 

吉田新田だった場所

を実際に歩き，土地の

広さや地形の様子を

実感的に捉えるとと

もに，具体的な問いを

もつことができるよ

うにする。 

○吉田新田があった場所を実際

に歩き，関連する史跡を調べた

り，地域の人から聞き取って調

べたりするとともに，気づいた

ことや疑問に思ったことを付箋

紙に書いていく。 

◆吉田新田は，約 350 年前に吉

田勘兵衛という人が米のとれる

土地にしようとして，入り海を

埋め立ててできた土地であるこ

と。 

①吉田新田があった場所を，実

際に歩く。 

②わかったことを，疑問を書い

た付箋紙の裏に書く。 

③解決しない疑問や新たな疑

問をもとに，学習計画を立て

る。 

【技】吉田新田があった場所

を実際に歩きながら必要な

情報を収集し，新田のあった

場所や広さ，土地の様子を捉

え，わかったことは疑問を書

いた付箋紙の裏に適切に書

きとめている。（行）（ノ） 
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学習指導計画 小単元名：吉田新田はどうやってできた 

（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 

歴史博物館を 

たずねて 

P90～91 

【配時 4】 

吉田新田について調

べたい内容を整理し

て，学習問題をつくる

ことができるように

する。 

○吉田新田に関して調べたい内

容や調べる順番を整理し，博物

館などを活用して調べ，わかっ

たことや疑問に思ったことをも

とに，学習問題をつくる。 

◆吉田勘兵衛が遠浅の入り海を

発見し，そこを埋め立てて，米

のとれる土地にしようと考えた

こと。 

①博物館で調べる内容と順番

を話し合う。 

②博物館で調べる方法を確か

める。 

③調べてわかったことや疑問

に思ったことをもとに学習問

題をつくる。 

【関】勘兵衛が開発を行った

動機や工事の工夫，苦労など

を意欲的に調べようとして

いる。（発）（行） 

【思】博物館の学芸員や資料

から得た吉田新田に関する

情報を整理して調べたいこ

とを明らかにし，それをもと

に学習問題を考え，表現して

いる。（行）（ノ） 

うめ立てる前

の人々のくら

し 

P92～93 

【配時１】 

絵地図などから埋め

立てる前の入り海の

様子を調べたり，周辺

に住む人々の暮らし

を想像したりして，勘

兵衛が田を開こうと

考えた理由について

捉えることができる

ようにする。 

○埋め立てる前の吉田新田の絵

地図や学芸員の話をもとに，新

田ができる前の入り海の様子を

調べたり，周辺の人々の暮らし

を想像したりして，当時の人々

の願いを考える。 

◆入り海の周辺では，漁を中心

とした暮らしが営まれていた

が，当時は米に特別な価値があ

ったことから，新田開発によっ

て米の生産量を増やし，より豊

かな土地にしたいという人々の

願いがあったこと。 

①埋め立てる前の入り海の周

りの様子を絵地図から読み取

る。 

②入り海の周りに住んでいた

人々の暮らしの様子を調べる。 

③入り海の周りに住んでいた

人々の願いを考える。 

【技】絵地図や学芸員の話な

どから，埋め立てる前の入り

海の様子や人々の暮らしに

ついて読み取ったり，メモに

記録したりしている。（発）

（行） 

どのようにし

てうめ立てた

の？ 

P94～95 

【配時 1】 

埋め立て工事の進め

方や工事に使われた

と考えられる道具に

ついて調べたり，実際

に道具を使う体験を

通して，当時の工事の

大変さを実感的に捉

えたりすることがで

きるようにする。 

○勘兵衛がどのようにして海を

埋め立てていったのかについて

調べ，工事に使われたとされる

道具を自分たちも実際に使っ

て，土や石を運ぶ体験をする。 

◆埋め立て工事は堤防をつなげ

る方法で進められ，道具を使っ

て人の力で行われたこと。 

①工事の進め方や使われた道

具を調べる。 

②工事で使われた道具で，土を

ほったり運んだりする体験を

する。 

③体験をもとに，工事の様子を

想像する。 

【知】埋め立て工事の進め方

や工事に使われたとされる

道具の種類や用途，工事が人

力で行われたことについて

理解している。（発）（ノ） 

二度のていぼ

うづくり 

P96～97 

【配時１】 

大雨で壊れた堤防を

見た時の，勘兵衛や村

の人々の気持ちを想

像するとともに，二度

目の工事を失敗しな

いために勘兵衛が行

った工夫について捉

えることができるよ

うにする。 

○勘兵衛の堤防づくりの様子を

調べ，二度目の工事で失敗しな

いために行った工夫について考

える。 

◆大雨で堤防が損壊し，二度目

の工事では堰のつくり方を工夫

したり，協力者を頼んだりした

こと。 

①勘兵衛の堤防づくりを，詳し

く調べる。 

②壊れた堤防を見た時の，勘兵

衛や周りの人々の気持ちを想

像してみる。 

③二度目の工事で，勘兵衛が工

夫したことを調べる。 

【知】資料や学芸員の話を通

して調べたことをもとに，勘

兵衛の堤防づくりや二度目

の工事でどこをどのように

工夫したのかについて理解

している。（行）（ノ） 
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新 田 が で き

た！ 

P98～99 

【配時１】 

米の収穫量の変化な

どの資料をもとに，吉

田新田の開発によっ

て村の人々の生活が

向上したことを捉え

ることができるよう

にする。 

○米の収穫量の変化の資料など

から，人々の生活が向上したこ

とを読み取る。 

◆吉田新田の工事には多くの時

間や資金が費やされたこと。新

田が完成すると米の収穫量が増

加したこと。 

①堰がつくられた後の工事の

工夫を調べる。 

②新田が完成するまでの工事

の様子を調べる。 

③「まとめる」を参考に，勘兵

衛たちの工夫や努力を振り返

り，人々の暮らしがどのように

変わったのかを考えてノート

に書く。 

【知】吉田新田が完成するま

でに要した時間や費用，完成

によって米の収穫量が大き

く増加したことについて理

解している。（ノ）（テ） 

【思】吉田新田の完成によっ

て，人々の暮らしはどのよう

に変化したのかを考え，適切

に表現している。（発）（テ） 

〈深める〉 

地域のこれか

らを考えよう 

P100～101 

【配時 2】 

勘兵衛への手紙を書

く活動を通して，いつ

の時代にもよりよい

生活を求める人々の

願いによって，地域の

開発が進められてき

たということを捉え

ることができるよう

にする。 

○学習したことや考えたことを

手がかりに，新田完成後の横浜

の発展を調べ，勘兵衛に手紙で

報告するという形でまとめる。 

◆吉田新田の完成後も埋め立て

工事が続けられたこと。いつの

時代も開発を行う人々の願いは

同じであること。 

①吉田新田が完成した後の横

浜の変化の様子を調べる。 

②「勘兵衛さんへの手紙」に書

く内容について話し合う。 

③「勘兵衛さんへの手紙」を書

く。 

【関】吉田新田完成後の，横

浜の土地の変化を知るため

に，新たな埋め立ての事例な

どを積極的に調べようとし

ている。（発）（行） 

【思】吉田新田完成後も土地

が変化し続けたわけを地域

の人々の願いと結びつけて

考え，「勘兵衛さんへの手紙」

という形で適切に表現して

いる。（発）（ノ） 

〈せんたく〉 

地域に学校を

ひらいた小笠

原東陽 

P102～103 

【配時－】 

地域に学校を開いた

小笠原東陽について

具体的に調べ，人々の

願いにもとづいて，地

域の教育発展に貢献

したことを捉えるこ

とができるようにす

る。 

○地域で最初に開設された学校

と，開設した人物について調べ

たことをノートや年表にまとめ

たり，それらをもとに，地域の

人々の願い，学校の開設や運営

に関わる苦労や努力について話

し合ったりする。 

◆小笠原東陽は，地域の人々の

願いにもとづいて学校を開設

し，地域の教育発展に尽力した

こと。また，多くの生徒を輩出

し，学校のある地域は，その後

県の教育の中心地になったこ

と。 

①地域で初めて学校を開いた

人物について調べる。 

②小笠原東陽は，どのような願

いから学校をつくったのか，話

し合う。 

③調べたことを年表にまとめ

る。 

【関】小笠原東陽が学校を開

いた動機や教育を普及する

ために行った工夫や知恵，苦

労などを意欲的に調べよう

としている。（発）（行） 

【知】小笠原東陽の略歴や，

耕余塾の歩みをおさえ，それ

らが地域の教育発展に貢献

したことと関連づけて理解

している。(発）（ノ） 

【思】小笠原東陽の取り組み

や耕余塾の存在が地域に与

えた影響について考え，適切

に表現している。（発）（ノ） 

〈せんたく〉 

砺波のチュー

リップづくり

と水野豊造 

P104～105 

【配時－】 

地域に産業をもたら

した水野豊造につい

て具体的に調べ，チュ

ーリップ栽培による

産業振興によって地

域の人々の暮らしが

向上したことを捉え

ることができるよう

にする。 

○地域で盛んに行われている産

業が，誰によって始められ，ど

のようにして広まっていったの

かについて調べるとともに，当

時の人々の思いや願い，産業を

確立していくまでの苦労や努力

について話し合ったりする。 

◆水野豊造は，チューリップ栽

培を普及することによって地域

の産業振興に尽力し，人々の暮

らしを向上させたこと。その結

果，富山県はチューリップの球

根生産では全国有数の産地にま

でなったこと。 

①砺波市のチューリップづく

りを盛んにした，水野豊造につ

いて調べる。 

②豊造の仕事が，地域の暮らし

をどのように変えたのかを調

べる。 

③豊造の仕事と，地域の今の暮

らしとのかかわりについて考

える。 

【関】水野豊造が地域の産業

としてチューリップ栽培を

広めたいきさつや，産業を普

及するために行った工夫や

苦労などを意欲的に調べよ

うとしている。（発）（行） 

【知】水野豊造の略歴や，チ

ューリップ栽培の歩みをお

さえ，それらが地域の産業発

展に結びついたことと関連

づけて理解している。(発）

（ノ） 

【思】水野豊造の取り組みや

チューリップ栽培の普及が

地域に与えた影響について

考え，適切に表現している。

（発）（ノ） 
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大単元７ わたしたちの県のまちづくり 配当時間 23 時間 
教科書 ３・４下 

P108～161 

 

目  標 

●地図帳を活用し，我が国における自分たちの県（都，道，

府）の地理的位置を捉えるとともに，各都道府県の名称と

位置を調べ，47 都道府県により構成された日本の全体像

をイメージすることができるようにする。 

 

 

●自分たちの県（都，道，府）について，主な市（区，町，

村）の地理的位置，自然環境や伝統・文化などの地域の資

源を活用している特色ある地域の人々の生活，地形や主な

産業，交通網の概要を調べることを通して，県の特徴をつ

かませるとともに，国内外の他地域との結び付きを理解さ

せる。 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

自分たちの県（都，道，府）の様子に関心をもち，それに

ついて意欲的に調べ，特色を考えようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

県（都，道，府）の地形の様子から学習問題を見いだして

追究し，県（都，道，府）の特色について思考し判断した

ことを言語などで適切に表現している。 

 

●観察・資料活用の技能 

県（都，道，府）の様子について，地図や資料を活用して，

必要な情報を集めて適切に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 

県（都，道，府）の特色を具体的に理解している。 

 

 

 

大単元の構成 

 

 大単元の主題… 県（都，道，府）の地形や産業などの特色と，地域資源を活用した人々の生活の様子，

および４７都道府県の位置と名称 

 

              

 オリ工ンテーション① 

地図帳を活用し，日本のなかに自県を位置づけるとともに，４７都道府県の名称と位置に関心をもち，工夫して習得し

ようとする意欲をもたせる。 

 

              

              

１ 県の地図を広げ

て ⑥ 

 ２ 焼き物を生かし

たまちづくり ⑤ 

 ３ 昔のよさを未来に

伝えるまちづくり ⑤ 

 〈せんたく〉松原を生

かしたまちづくり⑤ 

 ４ 世界とつながる

福岡県 ④ 

              

県の地図を見てみよ

う ② 

 特産物や観光で知ら

れる地域 ① 

 たくさんの人がおと

ずれる太宰府市 ① 

 松原と海が美しい所  ようこそ，福岡県へ 

① 

              

県の土地の使われ方 

① 

 東峰村はどのような

所なのだろう ① 

 史跡や文化財の多い

太宰府市 ① 

 地域のくらしとさつ

き松原 

 空のげんかん－福岡

空港 ① 

              

農業や漁業がさかん

な地域 ① 

 小石原焼が広まった

わけは ① 

 昔からひらかれてい

た太宰府市 ① 

 100年後に美しい松

原を残すために 

 海のげんかん－博多

港 ① 

              

工業がさかんな地域 

① 

 小石原焼ができるま

で ① 

 昔のものが守られる

までには ① 

    多くの国や地域とつ

ながる福岡県 ① 

              

県の交通の様子 ①  小石原焼のよさを伝

えるために ① 

 未来に伝えたい太宰

府市のよさ ① 

      

              

              

    
深める 県をしょうかいするパンフレットをつくろう ②  

 

○の中の数字は，配当時数。 
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小単元１ 県の地図を広げて 配当時間 ６時間 
教科書 

P108～119 

 

目  標 

●地図を使って，県（都，道，府）内における自分たちの市

（区，町，村）の地理的位置を説明したり，自県の地形の

様子を把握したりするとともに，その過程で八方位の使い

方や等高線の見方を習得させる。 

●地図などの資料を活用して，自分たちの県（都，道，府）

の主な産業とその分布，交通網の様子を調べ，地形の様子

や主な都市の位置と関連づけて捉えさせる。

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・八方位や等高線に関心を持ち，県（都，道，府）内におけ

る自分たちの市（区，町，村）の地理的位置や，県の地形

の様子を説明するために，積極的に活用しようとしている。 

・資料を使い，県の地形の様子，主な産業と分布，交通網の

様子を意欲的に調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・自分たちの県（都，道，府）の地形の様子を概観して感じ

た疑問をもとに学習問題を考え，適切に表現している。 

・自分たちの県（都，道，府）の主な産業とその分布，交通

の広がりを地形や主な都市の位置と関連づけて考え，表現

している。 

 

●観察・資料活用の技能 

・八方位を使って県（都，道，府）内における自分たちの市

（区，町，村）の地理的位置を正しく表したり，等高線を

使って県の地形を的確に読み取ったりしている。 

・地図やグラフなどを活用して，県（都，道，府）の主な産

業と分布，交通網の様子を調べ，白地図などにまとめてい

る。 

●社会的事象についての知識・理解 

・県（都，道，府）の地形の特色，主な産業とその分布，主

な都市の位置と交通網の様子を関連づけて理解している。 

 

 

指導・評価のポイント 

ここでは，まず 47 都道府県の名称と位置，自分たちの県

（都，道，府）や市（区，町，村）の地理的位置をおさえる。

その際には，教科書が示すように「福岡県は，熊本県と佐賀

県，大分県，山口県に囲まれているよ。」「福岡県は日本の西

のほうにあるよ。熊本県の北にあるともいえるね。」や，「飯

塚市は，福岡県のほぼ中央にあって，となり合う市や町が 13

もあるよ。」など，方位や周囲との関係に着目させるように

する。 

自分たちの県については，地形，主な産業とその分布，交

通網，主な都市の位置を調べる。地形については，教科書が

示すように｢筑後川が県を東西に流れていて，県の南側に筑

紫平野という大きな平野があるよ｣「福岡県は，東側は周防

灘，北側は響灘，西側は玄界灘，南西側は有明海に面してい

るよ」といった地勢図の読み取りに加え，P112 の土地利用

図と見比べることで，土地利用との関係を捉えることができ

るようにする。主な産業については，農業や漁業，工業など

の主な生産地の分布を示した資料を，地形や土地利用と関連

づけて読み取ることを通して，それらの生産の背景をなす諸

条件と併せて捉えることができるようにする。さらに，交通

網についても，県の産業や都市の分布と関連づけて捉えるこ

とを通して，人や物が他地域と行き来するのを支える役割を

果たしていることをおさえさせる。
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学習指導計画 大単元名：わたしたちの県のまちづくり 

（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 

P108～109 

【配時１】 

地図を使って，自分た

ちの県の地理的位置

や 47 都道府県の名称

と位置を調べ，方位を

用いて位置を説明し

たり，地図上で名称や

位置を指摘したりす

ることができるよう

にする。 

○地図を使って自分たちの県の

位置，47 都道府県の名称と位置

を調べ，都道府県の位置関係を

方位で表現したり，他の都道府

県について知っていることや地

図帳などで調べてわかったこと

を話し合ったり，発表したりす

る。 

◆日本は 47の都道府県からなる

こと，各都道府県の名称と位置，

自分たちの県の地理的位置や，

隣接県の名称，自分たちの県と

の位置関係。 

①地図を見て，自分たちの県の

位置について話し合う。 

②他の都道府県の知っている

場所を発表する。 

③47 都道府県の名称や位置を

調べ，自分たちの県に関心をも

ち，学習計画を立てる。 

【関】自分たちの県や他の都

道府県に関心をもち，地図帳

などを使って意欲的に調べ

ようとしている。（発）（行） 

【知】日本全体から見た自分

たちの県の地理的位置や，各

都道府県の名称と位置，日本

が 47 の都道府県から構成さ

れていることを理解してい

る。（発）（ノ） 

 

学習指導計画 小単元名：県の地図を広げて 

（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 

県の地図を見

てみよう 

P110～111 

【配時 2】 

地図を使って県内に

おける自分たちの市

の位置を表したり，県

の地形の様子を読み

取ったりして，自分た

ちの県について調べ

たいことを明らかに

し，学習問題をつくる

ことができるように

する。 

○地図を使って，県内における

自分たちの市の地理的位置を方

位で表したり，県の地形や土地

の様子を等高線から読み取った

りして調べ，県について調べる

学習問題をつくる。 

◆自分たちの県の地理的位置や

地形の様子，主な市町村，山地，

河川の名称や位置。 

①自分たちの市の位置を地図

で調べ，気づいたことを話し合

う。 

②土地の高さを等高線で読み

取る。 

③県全体の様子を調べるため

の学習問題をつくる。 

【関】自分たちの県や市の地

理的位置，県の地形の様子に

関心をもち，意欲的に調べよ

うとしている。（発）（行） 

【思】自分たちの県の地形を

概観して調べたいと思った

ことを手がかりに学習問題

を考え，表現している。（発）

（ノ） 

県の土地の使

われ方 

Ｐ112～113 

【配時１】 

土地利用図と地形図

を使って，土地利用と

地形の関連を読み取

り，自分たちの県の土

地利用の様子につい

て捉えることができ

るようにする。 

○土地利用図を活用して，自分

たちの県の土地の使われ方を地

形と関連づけて読み取り，わか

ったことをノートにまとめる。 

◆自分たちの県の土地利用は，

地形の様子と関わっているこ

と。 

①県のどこの土地が，どのよう

なことに使われているのかを

調べる。 

②県の土地の使われ方を，地形

と関係づけて考える。 

③県の土地の使われ方につい

て，気づいたことをノートにま

とめる。 

【技】土地利用図と地形図を

使って，自分たちの県の土地

利用と地形の関連を読み取

っている。（発）（行） 

【知】自分たちの県の土地利

用の様子について，わかった

ことをノートに書いている。

（ノ） 

農業や漁業が

さかんな地域 

P114～115 

【配時１】 

地図や写真，グラフな

どを使って，自分たち

の県の主な農産物や

海産物，それらの分布

や主な産地を調べ，自

分たち県の農業や漁

業の概要について捉

えることができるよ

うにする。 

○地図や写真，グラフなどを使

って，自分たちの県の主な農産

物や海産物と，それらの分布や

主な産地を調べ，わかったこと

をノートにまとめる。 

◆自分たちの県の主な農産物や

海産物と，県内の農業や漁業が

盛んな地域。農産物や海産物は

様々あり，場所によってとれる

物に違いがあること。 

①県のどこで，どのような農産

物がつくられているのか調べ

る。 

②県でつくられている，主な農

産物を調べる。 

③県のどこの海で，どのような

海産物がとれるか調べる。 

【技】自分たちの県の主な農

産物，海産物とその産地を表

した地図や，県でつくられて

いる主な農産物の収穫量の

グラフを読み取っている。

（発）（行） 

【知】自分たちの県の主な農

産物や海産物とその分布や

主な産地について，わかった

ことをノートに書いている。

（発）（ノ） 
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工業がさかん

な地域 

P116～117 

【配時１】 

地図や写真，グラフな

どを使って，自県で工

業が盛んな地域やつ

くられている主な工

業製品を調べたり，工

業が特に盛んな地域

の地理的条件を調べ

たりして，県の工業の

概要について捉える

ことができるように

する。 

○地図や写真，グラフなどを使

って，自県の主な工業製品と工

業が盛んな地域や分布について

調べ，わかったことをノートに

まとめる。 

◆自分たちの県で工業が盛んな

地域と，つくられている主な工

業製品。また，県内で特に工業

が盛んな地域は，盛んになる地

理的条件があったこと。 

①県でつくられた工業製品の

出荷額を市や町ごとに調べる。 

②県で工業が盛んな市や町で

は，どのような工業製品がつく

られているのかを調べる。 

③北九州市で，特に工業が盛ん

になった理由を調べる。 

【技】県の工業生産の分布図

や，市町村ごとの工業製品出

荷額のグラフを正しく読み

取っている。（発）（行） 

【知】自分たちの県の工業の

様子について，わかったこと

をノートに書いている。（発）

（ノ） 

県の交通の様

子 

P118～119 

【配時 1】 

地図や写真などを使

って，自分たちの県の

主な交通とその広が

りの様子を捉えるこ

とができるようにす

る。 

○地図や写真を使って，県内の

主な交通の様子や空港・港の位

置などを調べ，交通の広がりの

様子を読み取ったり，広がりが

もつ意味について考えたりす

る。 

◆交通は，県内の主要都市を結

びながら，他の都道府県や外国

とつながっており，この結びつ

きが自分たちの県の人や物の行

き来を支えていること。 

①県の道路や鉄道の広がり，空

港や港の位置を地図で調べる。 

②交通は，県内のどこを，どの

ように結んでいるのかを読み

取る。 

③「まとめる」を参考に，県の

地勢，産業や交通の概要，特色

などを白地図やノートに書く。 

【技】県の地図から交通の様

子を読み取り，交通は県内の

主要都市を結びながら，他の

地域へつながっていること

を捉えている。（発）（ノ） 

【思】地図から読み取り，交

通がどのように広がってい

るか，その広がりはどのよう

な意味をもつのかについて，

考えたことを適切に表現し

ている。（発）（ノ） 
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小単元２ 焼き物を生かしたまちづくり 配当時間 ５時間 
教科書 

P120～129 

 

目  標 

●県内で伝統的な地場産業が盛んな地域を事例に，その生産

の歴史や生産者の工夫と努力，背景をなす自然環境，など

を調べ，伝統的な地場産業を中心とした地域振興の様子を

捉えさせるとともに，そこに生きる人々の願いについて考

えさせる。

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・小石原焼に関心を持ち，意欲的に学習計画を立て，調べよ

うとしている。 

 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・小石原焼が，伝統的な地場産業として発展してきた理由に

ついて考え，適切に表現している。 

・特産品である小石原焼を生かした東峰村のまちづくりにつ

いて考え，適切に表現している。 

 

 

●観察・資料活用の技能 

・写真資料や実物などから，小石原焼の人気の高さを読み取

ったり，その特徴や持ち味を感じ取ったりしている。 

・窯元の見学時に，材料や製品，製作工程を観察する中で，

気づいたことを質問し，メモに記録している。 

●社会的事象についての知識・理解 

・小石原焼の成り立ち，それを守り発展させてきた生産者の

工夫と努力，焼き物づくりと結び付いた東峰村の地域的特

色について理解している。 

 

指導・評価のポイント 

県内の「特色ある地域」のうち，「伝統的な工業などの地

場産業の盛んな地域」を扱う小単元である。教科書は事例地

の福岡県で現在も盛んに生産され，350 年の歴史をもつ小石

原焼とその主要な産地である東峰村を取り上げている。注意

すべきは，学習の主題は伝統的な工業などが盛んな「地域」

について調べることであり，伝統工芸品の特色や歴史，製作

過程などを通じて，産地である「地域の特色」に結びつけて

いくことが重要ある。 

小石原焼の場合，①歴史的には朝鮮の焼き物をルーツとし

ており，大陸に近く，交易が盛んであったという地理的特色

が背景にあったこと，②焼き物をつくるための材料が東峰村

にあり，資源に恵まれた地域の特色があること，③前述①・

②を前提に，技術・技法が受け継がれ，地場産業として定着

したこと，④時代や消費者のニーズに応じて焼き物の種類を

増やしたり，村と住民が一体となり催事を開いたりするなど，

地域振興や普及に向けた取り組みが続けられてきたこと，と

いった特色がある。伝統工芸品や地場産業の学習に収斂せず，

「県内の特色ある地域」であることを説明するための事実を

おさえることに留意したい。 

評価のポイントは，伝統工芸品の生産地としての地域的な

条件（工芸品を作るための材料が地域にあることや自然環境

など）や背景（大陸から伝播した焼き物に由来し，注目され

るようになる数々の出来事があったという歴史的経緯など）

を具体的に捉えられているかどうかである。
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学習指導計画 小単元名：焼き物を生かしたまちづくり 

（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 

特産物や観光

で知られる地

域 

P120～121 

【配時１】 

特産物や観光で知ら

れる県内の特色ある

地域を知り，それらを

パンフレットなどで

調べるとともに，自分

たちが調べる地域を

決めるための話し合

いをすることができ

るようにする。 

○県内の特色ある地域の中か

ら，焼き物づくりが盛んな東峰

村と，観光で知られる太宰府市

を，調べる対象として選び出す。 

◆県内には，特産物や観光で知

られる特色ある地域があるこ

と。 

①県の地図を見ながら，知って

いる場所を発表する。 

②県内の特産物や観光で知ら

れる地域をパンフレットなど

で調べる。 

③調べたことをもとに，感じた

ことや，関心をもったことを話

し合う。 

【関】県内の特産物や観光で

知られる地域に関心をもち，

調べたい地域を意欲的に選

び出そうとしている。（発）

（行） 

東峰村はどの

ような所なの

だろう 

P122～123 

【配時１】 

東峰村の民陶むら祭

に関する写真などを

読み取り，小石原焼に

ついて調べたいこと

を明らかにして，学習

問題をつくることが

できるようにする。 

○民陶むら祭の様子を捉えた写

真などを手がかりに，東峰村で

盛んに作られている小石原焼に

ついて調べる学習問題をつく

る。 

◆東峰村は焼き物づくりが盛ん

であり，そこで作られる小石原

焼を買うために，遠くから多く

の客がやって来ること。 

①東峰村の位置を確かめ，どの

ような所なのかを調べる。 

②民陶むら祭に多くの人々が

来るわけを予想する。 

③小石原焼について調べたい

ことを明らかにして，学習問題

をつくる。 

【思】民陶むら祭で，多くの

人々が買い求めに来る東峰

村の小石原焼について調べ

たいことを明らかにして，学

習問題を考え，表現してい

る。（発）（ノ） 

小石原焼が広

まったわけは 

P124～125 

【配時１】 

小石原焼の特徴をつ

かみ，この焼き物がど

のようにして広く知

られるようになった

かを理解できるよう

にする。 

○小石原焼の実物を見て特徴を

知り，発祥から現在までの歩み

と，広く知られるようになった

理由を調べる。 

◆小石原焼は中国や朝鮮の焼き

物を起源とし，約 350 年の歴史

があること。東峰村で開かれる

民陶むら祭などを通してより広

く知られるようになり，国の伝

統的工芸品にも指定されている

こと。 

①本物の小石原焼を見て，気づ

いたことを話し合う。 

②小石原焼がいつ，どのように

始まり，広まったかを調べる。 

③調べてわかったことをノー

トにまとめる。 

【知】小石原焼の実物を見た

り，発祥から現在までの歩み

を調べたりして焼き物の特

徴をつかみ，人々に広く知ら

れるようになったきっかけ

について捉えている。（発）

（ノ） 

小石原焼がで

きるまで 

P126～127 

【配時１】 

窯元を見学し，小石原

焼の作業工程と技法，

使われる材料につい

て調べ，作り手が気を

つけていることや努

力していることを捉

えることができるよ

うにする。 

○焼き物づくりを体験して生ま

れた疑問をもとに窯元を見学

し，小石原焼の作業工程と使わ

れる材料，作り手が注意してい

ることや努力していることにつ

いて調べる。 

◆小石原焼は地域で採取した材

料や燃料を使い，特徴を生み出

すための熟練した技法によりつ

くられていること。 

①焼き物づくりを体験して，感

じたことを話し合う。 

②小石原焼ができるまでの作

業の様子を調べる。 

③小石原焼の材料について調

べる。 

【技】窯元を見学したり，作

業工程を写真から読み取っ

たりして，材料や作業，完成

した作品などについて知り

たいことを質問したり，調べ

たことをメモに記録したり

している。（発）（行） 
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小石原焼のよ

さを伝えるた

めに 

P128～130 

【配時 1】 

小石原焼が盛んにつ

くられるようになっ

たわけと，焼き物を生

かしたまちづくりに

ついて考えることが

できるようにする。 

○小石原焼が盛んにつくられる

ようになったわけと，焼き物を

生かした東峰村のまちづくりに

ついてまとめる。 

◆東峰村は焼き物の材料があ

り，客の求めに応じた様々な種

類の焼き物を作ることで小石原

焼を発展させてきたこと。東峰

村の人々は小石原焼をより多く

の人に知ってもらい，観光客と

焼き物の作り手を増やし，活気

のあるまちにしようと努力して

いること。 

①焼き物づくりを見学して，気

づいたことを話し合う。 

②焼き物づくりを盛んにして

いくための取り組みを調べる。 

③「まとめる」を参考に学習を

振り返り，小石原焼の生産が盛

んになったわけを考えてノー

トに書く。 

【知】学習したことをもと

に，東峰村で小石原焼が盛ん

につくられるようになった

理由を，いくつか挙げてい

る。（発）（テ） 

【思】東峰村は小石原焼を生

かして，どのようなまちづく

りを進めていこうとしてい

るのかについて，自分の考え

を適切に表現している。（発）

（ノ） 
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小単元３ 昔のよさを未来に伝えるまちづくり 配当時間 ５時間 
教科書 

P136～145 

 

目  標 

●市を代表する史跡や文化財，また，それらが今も数多く残さ

れている理由について調べることを通して，歴史的な景観を

保護・活用しながら地域の振興に努めているという太宰府市

の特色を捉えさせる。 

●太宰府市の史跡や文化財の保存をめぐる人々の意識の変化を

調べることを通して，歴史的景観のもつ価値の高さや，市の

特色が形づくられてきた背景に気づかせる。 

●太宰府市のよさを生かし，伝える活動について調べることを

通して，人々がどのようなまちづくりを目ざしているのかを

考えさせる。 

 

 

 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・太宰府市に史跡や文化財が数多く残されていることに関心

をもち，その理由を意欲的に調べようとしている。 

 

 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・太宰府市にはなぜ史跡や文化財が多く残されているのかと

いう学習問題を考え，表現している。 

・太宰府市に史跡や文化財が多く残されている理由，その背

景にある人々の意識の変化，人々が目ざしているまちづく

りのあり方について考え，表現している。 

 

●観察・資料活用の技能 

・地図や写真などの資料から，太宰府市の様子を的確に捉え

ている。 

・写真や地域の人の話などの資料から，太宰府市の史跡や文

化財をめぐる人々の意識の変化や，まちづくりのあり方に

ついて，適切に捉えている。 

●社会的事象についての知識・理解 

・太宰府市に数多くある史跡や文化財を保存していこうとす

る人々の工夫や努力，地域のよさをさらに伝えたいと願う

市民の思いや取り組みについて理解している。 

 

 

指導・評価のポイント 

県の「特色ある地域」のうち，「自然環境，伝統や文化な

どの地域の資源を保護・活用している地域」を扱った小単元

である。このうち，教科書では「歴史的な景観，文化財や年

中行事」を保護・活用している地域として，太宰府市を取り

上げている。指導の際は，歴史的景観の保護と活用の両面を

しっかり取り上げることが大事である。 

教科書では，「太宰府市には観光客がたくさん来る／太宰

府市には史跡，文化財が多い」理由を追究することで，地域

の特色を捉えていく。しかし太宰府市では，はじめから史跡

や文化財，景観の保護が進められてきたわけでは必ずしもな

かった。高度経済成長期には宅地化が進み，開発と保存を巡

って人々の間に葛藤があった。その経験を経たからこそ地域

資源としての史跡や文化財の価値に人々が自ら気づいたと

いうことが，本事例の特色だといえる。そのことが，この地

域資源を市民主導で守っていこうとする現在の取り組みに

つながっているということを捉えさせたい。
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学習指導計画 小単元名：昔のよさを未来に伝えるまちづくり 

※「昔のよさを未来に伝えるまちづくり」と「松原を生かしたまちづくり」のどちらかを選択して学習   

（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 

たくさんの人

がおとずれる

太宰府市 

P136～137 

【配時１】 

写真やグラフから，太

宰府市がどのような

所で，なぜ多くの人が

訪れるのかについて

関心をもつことがで

きるようにする。 

○太宰府市について知っている

こと，写真やグラフを見て気づ

いたことについて話し合う。 

◆太宰府市には，太宰府天満宮

や九州国立博物館といった観光

地があり，市の人口に対して約

100 倍もの観光客が訪れている

こと。 

①太宰府市を代表する場所の

写真を見て，気づいたことを話

し合う。 

②太宰府市について，知ってい

ることを話し合う。 

③太宰府市はどんな所か，調べ

る計画を立てる。 

【関】太宰府市について知っ

ていることを意欲的に考え，

多くの人が訪れるわけにつ

いて関心をもって調べよう

としている。（発）（行） 

史跡や文化財

の多い太宰府

市 

P138～139 

【配時１】 

太宰府市はどのよう

な所なのかを地図や

パンフレットを使っ

て調べ，史跡や文化財

が多く残されている

ことを手がかりに，学

習問題をつくること

ができるようにする。 

○太宰府市の様子を地図やパン

フレットを使って調べ，史跡や

文化財が多いことを捉え，それ

を手がかりに太宰府市について

調べる学習問題をつくる。 

◆太宰府市には，史跡や歴史の

ある祭，仏像などの文化財が数

多く残されていること。 

①太宰府市の様子を，地図やパ

ンフレットなどで調べる。 

②太宰府市はどのような所な

のかを話し合う。 

③史跡や文化財が多い太宰府

市について，知りたいことを明

らかにして，学習問題をつく

る。 

【思】地図やパンフレットか

ら，太宰府市には史跡や文化

財が多いことをつかみ，その

特色を手がかりに学習問題

を考え，表現している。（発）

（ノ） 

昔からひらか

れていた太宰

府市 

P140～141 

【配時１】 

太宰府市にある代表

的な史跡や文化財を

もとに太宰府市の昔

の様子を捉え，歴史的

にどのような特色を

もった地域であるの

かについて考えるこ

とができるようにす

る。 

○太宰府市にある代表的な史跡

や文化財を調べて昔の様子を捉

え，太宰府市がもつ歴史的な特

色について考える。 

◆古代の太宰府市には大宰府政

庁という国の重要な役所があ

り，大陸との交流が盛んであっ

たこと。また，太宰府天満宮は

菅原道真と深い関わりがあるこ

と。 

①太宰府市を代表する史跡を

調べる。 

②昔の太宰府市は，どのような

所だったのかを捉える。 

③調べたことをもとに，太宰府

市の特色を考える。 

【知】太宰府市にある史跡や

文化財について調べ，その意

味や由来を知るとともに，太

宰府市は古くからひらかれ

た，日本の昔の姿を今に伝え

るまちであることを捉えて

いる。（発）（ノ） 

昔のものが守

られるまでに

は 

P142～143 

【配時１】 

太宰府市に史跡や文

化財が多く残されて

いるわけについて，そ

れらの保存に関わる

人々の取り組みや思

いを通して捉えるこ

とができるようにす

る。 

○太宰府市に史跡や文化財が多

く残されているわけを調べ，地

域の人々の史跡の保存に対する

意識の変化があったことや，保

存に対する思いを捉える。 

◆太宰府市はかつて地域を開発

するか，史跡や文化財を保存す

るかで住民の賛否が分かれた

が，しだいに史跡や文化財を保

存することの大切さが理解され

るようになり，住民の意識が変

化してきたこと。 

①太宰府市に史跡や文化財が

多く残されているわけを調べ

る。 

②史跡や文化財の保存をめぐ

って，太宰府市でどのようなで

きごとがあったのか調べる。 

③史跡や文化財の保存に対す

る太宰府市の人々の意識が変

わったわけを考える。 

【知】太宰府市に史跡や文化

財が多く残されている理由

の中に，地域の人々の史跡に

対する思いの変化があった

ことを理解している。（発）

（ノ） 
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未来に伝えた

い太宰府市の

よさ 

P144～145 

【配時 1】 

太宰府市のよさを生

かしたり，伝えたりす

る活動を調べ，地域の

人々はどのような願

いのもとで，まちづく

りをしようとしてい

るのかを考えること

ができるようにする。 

○太宰府市のよさを生かした

り，伝えたりする活動から，太

宰府市の人々はどのようなまち

づくりを目ざしているのかを話

し合う。 

◆太宰府市は昔から受け継いだ

よさを生かしてまちづくりを進

めていること，そこには，まち

づくりに取り組む地域の人々の

思いや願いがあること。 

①史跡や文化財が多く残され

た太宰府市のよさを生かす活

動について調べる。 

②太宰府市のよさを伝える活

動について調べる。 

③「まとめる」を参考に，太宰

府市の特色を振り返り，人々が

目ざしているまちづくりにつ

いて考え，ノートに書く。 

【知】昔から受け継いだ太宰

府市のよさを捉え，それを生

かしたり伝えたりする活動

や，活動に関わる人々のまち

づくりへの思いを理解して

いる。（発）（テ） 

【思】太宰府市は地域の特色

を生かして，どのようなまち

づくりをしようとしている

のかについて，自らの考えを

適切に表現している。（発）

（ノ） 
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小単元 〈せんたく〉松原を生かしたまちづくり 配当時間 5 時間 
教科書 

P146～151 

 

目  標 

●さつき松原と地域の人々の暮らしとの関係や，松原の保全に

努める人々の取り組みについて調べることを通して，自然の

景観を保護・活用しながら地域の振興に努めているという宗

像市の特色を捉えさせる。 

●さつき松原を守る地域の活動について調べることを通して，

人々がどのようなまちづくりを目ざしているのかを考えさせ

る。 

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・さつき松原と地域の人々の暮らしとの関係に関心をもち，

松原が地域に果たしている役割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 

・さつき松原が地域に果たしている役割は何かという学習問

題を考え，表現している。 

・地域の人々が松原の保全に努める理由や，人々が目ざして

いるまちづくりのあり方について考え，表現している。 

 

 

●観察・資料活用の技能 

・写真や図，グラフなどの資料から，さつき松原が地域に果

たしてきた役割を調べ，松原と人々の暮らしとの関係を適

切に読み取っている。 

●社会的事象についての知識・理解 

・さつき松原が地域に果たしている役割，その保全をめぐる

現状や地域の人々の取り組みについて，具体的に理解して

いる。 

 

 

指導・評価のポイント 

ここでは，県（都，道，府）の「特色ある地域」のうち，

自然の景観を保護・活用している地域として，さつき松原（福

岡県宗像市）を取り上げている。太宰府市を事例とした「昔

のよさを未来に伝えるまちづくり」の置き換えの教材という

位置づけである。指導の際は，自然環境の保護と活用の両面

を取り上げることが大事である。 

まず，さつき松原が美しい自然景観をもち，それが国定公

園内にあることを最初の手がかりとして，地域の様子をおさ

える。かつての松原は，燃料を確保したり防風の役割を果た

したりするなど，住民の生活を支える重要なものとして活用

されていた。しかし生活様式の変化で，燃料を求めて松原に

立ち入ることがなくなり，人の手入れが減退したり害虫が増

加したりして松原は立ち枯れや荒廃が目立つようになった。

そこで，地域住民を中心に保護活動が進められるようになっ

た。これらのことを調べさせながら，保護活動においては焦

らず，気負わず，「100 年後」を目標として「持続可能な」

活動を最も重視していることに注目させたい。 

なお，「活用」の側面については，松原が現在も防風林・

防潮林として周辺の田畑や家屋を海風から守っているとい

う実用面に加え，「地域の宝物」として求心力をもち，人々

の交流の場として活用されている面もある。それは，地域の

積極的な保護活動によって生み出された，地域の活性化とも

いえる。こうした活用のあり方についても目を向けさせるよ

うにしたい。
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学習指導計画 せんたく：松原を生かしたまちづくり 

※「昔のよさを未来に伝えるまちづくり」と「松原を生かしたまちづくり」のどちらかを選択して学習   

（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 

〈せんたく〉 

松原と海が美

しい所 

P146～147 

【配時－】 

地図や写真などを読

み取り，さつき松原に

ついて調べたいこと

を明らかにして，学習

問題をつくることが

できるようにする。 

○さつき松原について地図や写

真などを使って調べ，気づいた

ことや疑問に思ったことを話し

合い，学習問題をつくる。 

◆自分たちの県には，松原と海

の景観が美しい地域があるこ

と。 

①さつき松原はどのような所

か，地図や写真などで調べる。 

②調べてわかったことを，話し

合う。 

③話し合ったことをもとに，学

習問題をつくる。 

【関】さつき松原の位置や様

子に関心をもち，意欲的に調

べようとしている。（発）（行） 

【思】さつき松原について，

地図や写真を使って調べた

ことをもとに学習問題を考

え，適切に表現している。

(発)（ノ） 

〈せんたく〉 

地域のくらし

と 

さつき松原 

P148～149 

【配時－】 

さつき松原が地域の

人々の暮らしにどの

ように関わってきた

のかについて，調べる

ことができるように

する。 

○さつき松原が地域に果たして

きた役割や，松枯れが進んでい

る現状について，写真や図，グ

ラフから読み取ったり，地域の

人から話を聞いたりする。 

◆さつき松原には昔から地域に

果たしてきた役割があること。

今の松原は昔に比べて荒れ，害

虫によって枯らされる松が増え

てきていること。 

①さつき松原が地域に果たし

てきた役割を調べる。 

②さつき松原の今の様子を調

べ，人々の暮らしへの影響を考

える。 

③松原の松が枯れるようにな

ったわけを調べる。 

【技】写真や図，グラフを読

み取ったり，地域の人から話

を聞いたりして，さつき松原

が地域の暮らしに与えてき

た影響や役割を捉えている。

(発)（行） 

【知】地域の人々にとって，

さつき松原はどのような役

割を果たしてきたのかにつ

いて理解している。（発）（ノ） 

〈せんたく〉 

100 年後に美

しい松原を残

すために 

P150～151 

【配時－】 

さつき松原を保護す

る地域の人々の活動

を調べるとともに，さ

つき松原が地域の

人々にとってどのよ

うな場所なのかにつ

いて考えることがで

きるようにする。 

○さつき松原を保護する活動に

関わる人々から思いや願いを聞

き，どのようなさつき松原にし

たいと思っているのかについて

他の人と話し合う。 

◆地域住民をはじめ，様々な

人々が協力してさつき松原を守

り，美しい松原を未来に残す活

動に取り組んでいること。 

①さつき松原を守るために行

われている活動について調べ

る。 

②人々は，どのような思いや願

いをもって，松原を守っている

のかを，調べる。 

③人々にとってさつき松原は

どのような場所なのかを，考え

る。 

【知】さつき松原を保護する

活動や地域の人々の松原に

対する思いや願いを理解し

ている。（発）（テ） 

【思】学習したことをもと

に，さつき松原は地域の人々

にとってどのような場所な

のかを考え，適切に表現して

いる。（発）（ノ） 
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小単元４ 世界とつながる福岡県 配当時間 ４時間 
教科書 

P152～159 

 

目  標 

●福岡県の県庁所在地で他地域と密接な関わりをもつ福岡

市を事例に，空港や港湾を利用する人・物の動きや，友好

都市（姉妹都市）の関係について調べることを通して，自

分たちの県と国内の他地域や外国との関わりに気づかせ

る。

 

評価規準 

●社会的事象への関心・意欲・態度 

・福岡県と国内他地域や外国とのつながりに関心をもち，空

港や港湾による交通の様子，国際交流の様子などを意欲的

に調べようとしている。 

 

●社会的な思考・判断・表現 

・他国との人や物の行き来，友好都市(姉妹都市)や国際交流

事業といった外国との結びつきから福岡県の特色を捉え，

適切に表現している。 

 

 

 

●観察・資料活用の技能 

・行事の会場がある福岡市の様子を縮尺の異なる地図を使っ

て読み取っている。 

・地図や表などから，福岡県の地理的位置，国内他地域や外

国とのつながりを読み取っている。 

●社会的事象についての知識・理解 

・空港・港湾，友好都市(姉妹都市)・国際交流事業などによ

る福岡県と国内他地域や外国とのつながりについて理解

している。 

・国旗の意味や，国旗が大切にされていることを理解してい

る。 

指導・評価のポイント 

本小単元は，「県内の人々の生活や産業と国内の他地域や

外国とのかかわり」を扱う。学習指導要領解説では調べる対

象として，①姉妹都市提携を結び外国の都市と様々な交流事

業を行っていること，②交通手段を利用して国内の他地域や

外国との行き来が盛んに行われていること，③外国や他の県

から観光客を招き入れていること，④農業や工業において原

材料の仕入れや生産物の出荷などの面で国内の他地域や外

国との行き来が盛んに行われていること，などを例示してい

る。教科書は③→②→④→①という構成である。 

まず，県の代表的な祭りに，国内外から多くの見物客が来

る事実から，他地域とのつながりに目を向けさせる。次に，

福岡空港や博多港と空路や航路でつながる他地域を調べさ

せる。空路については，主に近隣諸国を結んでいることを資

料から確認させ，アジア諸国に近い福岡県の地理的特色を同

心円地図から捉えさせる。航路については，高速船による日

韓間の往来が盛んな人的交流と，貿易を通じた諸地域との物

的交流の二つに着目させる。最後に，姉妹都市や文化交流の

ある国々を国旗とともに取り上げ，地理的にも歴史的にも，

アジア諸国と深く結びついている福岡県の特色を具体的に

理解させるようにする。 

評価のポイントは，県と他地域との結びつきの姿を多角的

に捉えられているかどうかである。教科書では，観光，交通，

貿易，行政や民間による文化交流など，様々な結びつきの姿

を扱っている。県は，そのような様々な場面で，他地域と結

びついていることを具体的に理解させたい。
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ようこそ，福

岡県へ 

P152～153 

【配時１】 

自分たちの県と国内

の他地域や外国との

結びつきについて調

べたいことを明らか

にし，学習問題をつく

ることができるよう

にする。 

○他地域から多くの人が集まる

自分たちの県の代表的な行事を

取り上げ，来訪者の交通手段を

予想し，県と他地域とのつなが

りを調べるための学習問題をつ

くる。 

◆自分たちの県には他地域から

多くの人々が，様々な交通手段

を使って来訪していること。ま

た，地図は縮尺によって，地図

上に示される範囲や情報が変わ

ること。 

①他の地域から多くの人が来

る，自分たちの県の行事やでき

ごとを探す。 

②他の地域から，どのような方

法で来るのか地図を見て話し

合う。 

③他の地域とのつながりにつ

いて調べたいことを明らかに

して，学習問題をつくる。 

【関】他地域から多くの人々

が自分たちの県を訪れる機

会や，来訪するための交通手

段について積極的に想起し

ようとしている。（発）（行） 

【思】他地域から自分たちの

県に多くの人々が訪れてい

ることや，その交通手段がい

くつかあることを手がかり

に学習問題を考え，適切に表

現している。（発）（ノ） 

空のげんかん 

―福岡空港 

P154～155 

【配時１】 

福岡県は，福岡空港を

通して，どの国や地域

とつながっているか

を捉えることができ

るようにする。 

○福岡空港と空路でつながる国

内の他地域や外国，入国者の出

身国や人数を調べ，福岡県と他

地域との結びつきの特色につい

て考える。 

◆福岡空港は，国内の他地域だ

けでなく外国とも空路でつなが

っており，特に位置的に近いア

ジアの国々から多くの人々が来

ていること。 

①福岡空港と空でつながる国

や地域を調べる。 

②どの国から，どれくらいの人

が，福岡空港を通して，日本に

来ているのか調べる。 

③地図を見て，福岡県の位置の

特色を考える。 

【技】写真や地図，表から，

福岡空港とつながる国内の

他地域や外国を適切に読み

取っている。（発）(行） 

【知】福岡県は，福岡空港を

通じて，国内の各地域だけで

なく，アジアの国々をはじめ

とする他地域とも空路で結

ばれていることを理解して

いる。（発）（ノ） 

海のげんかん 

―博多港 

P156～157 

【配時１】 

福岡県は，博多港を通

して，どのような国や

地域とつながってい

るかを捉えることが

できるようにする。 

○博多港と航路でつながる外国

や，入国者の出身国と人数，貿

易品目の内訳などを調べ，福岡

県と他地域との結びつきの特色

について考える。 

◆博多港は，多くの外国と航路

でつながっており，特に位置的

に近いアジアの国々と人や物の

行き来が盛んであること。 

①博多港を通して，人でつなが

る国や地域を調べる。 

②博多港を通して，物でつなが

る国や地域を調べる。 

③博多港の施設を調べ，他の国

や地域との貿易が盛んなわけ

を考える。 

【技】地図や表から，博多港

が人や物を通してつながっ

ている国や地域を読み取っ

ている。（発）（行） 

【知】福岡県は博多港を通し

た貿易が盛んであり，近隣国

からの来訪者も多く，様々な

国や地域と海でつながって

いることを理解している。

（発）（ノ） 

多くの国や地

域とつながる

福岡県 

P158～159 

【配時１】 

福岡県は，どの国や地

域と，どのような交流

をしているのかを調

べ，他地域とのつなが

りにみる福岡県の特

色について考えるこ

とができるようにす

る。 

○福岡県と友好都市(姉妹都市)

の関係を結んだり，経済や文化

面で交流したりしている外国や

都市とその位置，国旗を調べ，

これまで学習したことを手がか

りに，他地域とのつながりにお

ける福岡県の特色をまとめる。 

◆福岡県は，位置的に近いアジ

アの国や地域との交流が盛ん

で，県では多くの国や地域と互

いの文化を理解するための交流

活動が行われていること。 

①県の友好都市（姉妹都市）が

ある国や地域を調べる。 

②県は他の国や地域とどのよ

うな交流をしているか調べる。 

③「まとめる」を参考に，自分

たちの県と，他の国や地域との

つながりをまとめる。 

【知】福岡県は，位置的に近

いアジアの国や地域との交

流が盛んで，県では多くの国

や地域と互いの文化を理解

するための交流活動が行わ

れていることを捉えている。

（発）（テ） 

【思】他地域との人や物の行

き来，友好都市（姉妹都市）

や国際交流事業といった外

国との結びつきの事例を手

がかりに，福岡県の特色を考

え，適切に表現している。

（発）（ノ） 
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〈深める〉 

県をしょうか

いするパンフ

レットをつく

ろう 

P160～161 

【配時 2】 

調べてわかったこと

や考えたことを，わか

りやすく伝える工夫

をしながら白地図や

文章などに整理し，自

分たちの県の様子と

特色を紹介するパン

フレットにまとめら

れるようにする。 

○学習を振り返って，自分たち

の県の特色を話し合い，県をど

のように紹介したらよいかを話

し合い，わかりやすく伝えるこ

とに留意してパンフレットを作

成する。 

◆自分たちの県の地形・産業・

交通や，地場産業，歴史的景観

（自然環境）を保護・活用する

特色ある地域の様子，他の国や

地域と県とのつながりにみる特

色を振り返りながら，他の児童

と交流し合い，自分の言葉で表

現すること。 

①自分たちの県の様々な特色

を振り返り，パンフレットの構

想について話し合う。 

②パンフレットの作成に必要

な資料を集めたり，紹介文を書

いたりしながら，わかりやすく

伝えるための工夫について考

え合う。 

③自分たちの県を紹介するパ

ンフレットを各自で作って見

せ合い，相互に評価を行う。 

【関】学習したことをもと

に，自分たちの県の特色を伝

えるパンフレットづくりに

関心をもち，パンフレットに

書くことを意欲的に考え出

そうとしている。（発）（行） 

【思】学習したことをもと

に，人に紹介したい自分たち

の県の特色を選び出し，選ん

だ根拠とともに，パンフレッ

トにわかりやすく表現して

いる。（発）（ノ） 

 

 


