第３学年社会科学習指導案
平成２９年６月７日
１ 単元名
２

わたしのまち

みんなのまち

～ことうら町の様子～

単元目標

○琴浦町の特色ある地形、土地利用の様子、主な公共施設の場所と働き、交通の様子、古くから残る建造物
など、地域の様子は場所によって違いがあることを理解する。
○琴浦町の様子から学習問題を見いだし、観察・調査をしたり、地図やその他の資料を活用したりして調べ
たことを、地図記号や方位を用いて絵地図や白地図にまとめるとともに、場所による地域の様子の違い、
琴浦町の特色やよさを考えて、適切に表現できる。
３ 単元について
（１） 教材観
本単元は、学習指導要領３・４学年の内容（１）を受けて設定されている。児童が、自分たちの生
活している聖郷小校区とは土地や建物の様子が違うところが町内に存在することに気づくことによっ
て、琴浦町全体の様子に興味・関心をもち、視野を広げることができる教材である。前単元では、学
校の周りの様子について、観察して絵地図にまとめる活動を通して、自分たちの住んでいる校区のよ
うすについて学習してきた。本単元では、学習対象を琴浦町全体に広げ、土地の低いところや高いと
ころ、広々と開けた土地や山々に囲まれた土地、川の流れているところや海辺に面したところなどに
着目し、町の特色ある地形や土地利用に気づいたり、主な公共施設や交通等について理解したりする。
これらの学習を通して、地域の様子は場所によって違いがあることに気づき自分たちが暮らす町のよ
うすを知ることができる。
（２） 児童観
本学級の児童は、単元「学校のまわり」を学習した際、聖郷小学校の周辺を探検し、近くの寺や神
社、自分の家が学校から見て「東西南北」のどの方位にあたるか方位磁針を使って読み取ったり、土
地利用について調査したりして白地図にまとめた。これらの活動を通して、学校のまわりには、田や
畑が多くあることや山に囲まれていること、いくつかの谷に分かれていることなどに気付くことがで
きた。学校周辺の調査や絵地図にまとめる活動、絵地図からわかったことを考えることなど、学習に
対して一生懸命集中して取り組むことができた。多くの児童はわからないことを質問したり、学習課
題に対してまじめに向き合ったりすることができる。自分の考えの根拠を自分なりに考えたことばで
説明しようとする意欲的な姿勢も少しずつ育ってきている。しかし一方で、自分の考えを表現するこ
とに難しさを感じている児童、全体指導のみでは学習内容の把握や、問題の意図の理解に時間を要す
る児童もいる。そのため、全体指示を簡潔にし、説明や机間指導を役割分担しながらＴＴで授業を進
めているところである。特に、地図上での位置を方位を使って確認したり、その土地の場所や様子を
ことばで表現させたりするなどスモールステップを大切に、学習を進めている。

（３） 指導観
指導にあたっては、児童が地図から気づいたことを読み取る場面を大切に扱いたい。本単元では、地域の様子
を読み取る資料として、地図を繰り返し扱う。白地図と絵地図の違いに気づかせ、地図を読みとる上でどのよう
な情報が重要であるのかを意識させる。地図の読み取りを通して考えさせることは、児童の思考力を大いに高め
ることにつながる。地図を読んだり、地図をかいたりするなど、地図を活用することを通して地図に親しむ児童
を育てたいと考える。
また、学習問題を設定し学習の見通しを持たせるとともに、毎時間の学習の中に児童でのペア学習を設定し、
対話しながら問題を解決する展開になるように努めたい。また、児童にとって身近な場所の写真を資料として提
示することにより、興味関心を深めるとともに、深く考えるきっかけとなるような活動の場を設定することで、
今まで気づかなかったことに気づいたり、新しい知識を得たりすることのできる学習にしたい。
本時では、琴浦町の形を模した地図パズルづくりの活動を通して、町内の土地利用の様子の違いに気づ
けるようにしたい。学校周辺では土地や建物の様子を実際に見学することが出来たが、学習対象が広範囲
に及ぶため、実際に見学が難しい所は、地図や写真、ＩＣＴなどの資料を活用して調べ学習を行う。これ
らの地図や写真等の資料を目的に応じて拡大したり、強調したりして、児童が特徴に気づきやすくしたり、
キーワードを示して気づいたことをことばに表して、自分なりにまとめたりする力をつけたい。
４ 単元の評価規準
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（１）目標
琴浦町やその特徴的な場所に関心を持ち、その様子について調べていこうとする意欲をもつことが
できる。
【関心・意欲・態度】
（２）授業仮説
琴浦町の地図と特徴的な場所の写真を比べてみることで、町の特色ある地形や土地の利用に注目
し、土地の利用について興味を持つことができるだろう。
（３）準備
琴浦町の地図、地図パズル（提示用と児童用）身近な場所の写真（古布庄小学校付近の写真、船上小
学校付近の写真、浦安駅周辺の写真）、ワークシート、プロジェクター
（４）学習過程
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つ
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・琴浦町には山も海もある。
・琴浦町は南側に山があって高くなっ
ていく。北は低くなっている。
・赤碕や八橋の方も調べてみたい。

【関心・意欲・態度①】

