
社会科指導計画・評価計画（第３学年）

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準 留意点
他教科・領域、行事

等との関連

1

教科書に描かれている鳥瞰図を見
ながら，わたしたちが住むまちの様
子や土地の使われ方などについて
話し合い，社会科の学習への興味
や関心をもつようにする。

オリエンテーション：教科書Ｐ４～５
○鳥瞰図を使った場所当てクイズ（学校，鉄
道，河川，工場，畑，神社など）に取り組む。
○鳥瞰図から，地形の様子や特色ある場所
の様子を見つける。
○鳥瞰図のまちと，自分が住むまちとのち
がいや共通点を探す。
①学校や家のまわりにはどんな場所がある
か話し合う。
②学校や家のまわりで好きな場所をあげ
る。
③学校や家のまわりでおすすめの場所を紹
介し合う。

○

【関】鳥瞰図に描かれている
まちについて関心をもち，ど
こに何があるのかを読み取り
ながら，まちの特色を考えよ
うとしている。

1

学校や家のまわりでよく行く場所
や，おすすめの場所を紹介し合い，
自分たちの住むまちについて関心を
もつようにする。

１．わたしたちのまちはどんなまち
まちをしょうかいしあおう
　　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ６～７
　　　　　　　　　　　　　　教科書Ｐ６～７
○生活科で学習したことを振り返りながら，
自分たちが住むまちのおすすめの場所を紹
介し合う。
◆自分たちが住むまちには，まだ自分が知
らない場所があり，調べてみたいと思うこ
と。
①学校の屋上や高い所に上り，おすすめの
場所を探す。
②まちの様子を東西南北の方位ごとに観察
する。
③まちの様子を見て，気づいたことや不思
議に思ったことをノートに整理する。

○ ○

【関】学校や家のまわりでよく
行く場所や，おすすめの場所
を紹介し合いながら，自分た
ちの住むまちについて調べ
ようとしている。

【知】東西南北の方位を知
り，各方位の目印となる建物
をとらえることができる。

1

学校の屋上からまちの様子を見て，
おすすめの場所がどこにあるのかを
方位で表したり，気づいたことを話し
合ったりしながら，自分たちが住む
まちの様子について調べる意欲をも
つようにする。

まちをみわたそう：しべちゃＰ８～９
　　　　　　　　　　　教科書Ｐ９～９
○学校の屋上や高い所から，自分たちの住
むまちの様子を観察する。
◆様々な場所を四方位(東西南北）を使って
表すことができる。学校の屋上から眺める
だけでは十分でないことから，探検の必要
性に気づくこと。
①まちの様子について話し合ったことや予
想したことをもとに，学習問題をつくる。
②調べたい場所や探検コースを話し合う。
③探検する時の持ち物や約束を話し合う。

○

【技】学校の屋上からまちの
様子を見て，おすすめの場
所がどこにあるのかを方位
で表したり，気づいたことを
ノートに記録したりすることが
できる。

1

学校のまわりのまちの様子について
話し合ったことをもとに学習問題を
つくり，学習の計画（調べたい場所
や探検のコース，持ち物，気をつけ
ることなど）を立てることができるよう
にする。

まちたんけんの計画を立てよう
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１０～１１
　　　　　　　　　　　　教科書Ｐ１０～１１
○学習問題をつくり，まちを探検する計画を
考える。
◆学習問題をつくることができる。調べる内
容，コース，持ち物，約束などがわかるこ
と。
①川のまわりを探検する。
②気づいたことを絵地図に書き込む。
③気づいたことをみんなで話し合い，絵地
図で確かめる。

○

【思】学校のまわりの様子に
ついて話し合ったことをもと
に，学習問題をつくることが
できる。（発）（ノ）

3
学校の北側を探検し，調べたことを
絵地図に表すことができるようにす
る。

北コース　高校・常盤をたんけん
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１２～１７
　　　　　　　　　　　　しべちゃＰ１２～１７
○学校の北側を探検し，その特色を絵地図
に表す。
◆学校の北側を探検することができる。
①まち探検２時間
②絵地図に記録する。
③気づいたことをみんなで話し合い，絵地
図で確かめる。

○
【技】学校の北側を探検し，
調べたことを絵地図に表すこ
とができる。

まち探検

2
学校の東を探検し，調べたことを絵
地図に表すことができるようにする。

東コース　駅のまわりをたんけん
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１２～１３
○学校の東側を探検し，その特色を絵地図
に表す。
◆学校の東側を探検することができる。
①まち探検２時間。
②気づいたことを絵地図に書き込む。
③気づいたことをみんなで話し合い，絵地
図で確かめる。

○
【技】学校の東側を探検し，
調べたことを絵地図に表すこ
とができる。

まち探検

2
学校の西を探検し，調べたことを絵
地図に表すことができるようにする。

西コース　役場の周りをたんけん
　　　　　　　　　　　　教科書Ｐ１８～１９
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１４～１５
○学校の西側を探検し，その特色を絵地図
に表す。
◆学校の西側を探検することができる。役
場や郵便局などの公共施設や商店が集
まっていること。
①学校の西側を探検する。２時間
②気づいたことを絵地図に書き込む。
③気づいたことをみんなで話し合い，絵地
図で確かめる。

○
【技】学校の西側を探検し，
調べたことを絵地図に表すこ
とができる。

まち探検１

2
学校の南を探検し，調べたことを絵
地図に表すことができるようにする。

南コースをたんけん：教科書Ｐ１８～１９
○学校の南側を探検し，その特色を絵地図
に表す。
◆学校の南側を探検することができる。
①学校の南側を探検する。２時間
②気づいたことを絵地図に書き込む。
③気づいたことをみんなで話し合い，絵地
図で確かめる。

○
【技】学校の南側を探検し，
調べたことを絵地図に表すこ
とができる。

まち探検

単元名 １　もっと知りたい　みんなのまち  第１小単元　わたしのまちはどんなまち  第２小単元　わたしたちの標茶の様子

単
元
目
標

○自分たちが住んでいるまちや市について，特色ある地形，土地利用の様子，主な公共施設などの場所と働き，交通の様子，古くから残る建造物などを観察，調査したり白地図にまと
めたりして調べ，まちの様子は地形条件や社会条件の影響を受けて場所によってちがうことを考えるようにする。

4



○図書館の使い方を知り、活用して
みる。

図書館を利用して調べよう
　　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ６～７
○図書館の使い方を知り、活用してみる。
◆図書館の利用の仕方、本の探し方を知ろ
う。

○
【関】図書館の使い方を知
り、標茶について知ろうとす
る。

図書館に資料を探しに行
こう。

1

自分たちが作った絵地図をつなげ
て，まちの様子について話し合うとと
もに，教師が示した地図と比べてわ
かりやすい地図を作るための工夫を
考えるようにする。

絵地図をつくろう　：教科書Ｐ２２～２３
○絵地図をもとにまちの様子ついて話し合
う。また，わかりやすい地図を作るための工
夫を考える。
◆まちの様子は場所によってちがうことや，
わかりやすく地図には，地図記号や色分け
などの工夫が必要であること。
①探検した絵地図をつなげる。
②つなげた絵地図をもとにまちの様子を話
し合う。
③絵地図をわかりやすくする工夫を考える。

○

【思】自分たちが作った絵地
図をつなげて，まちの様子に
ついてわかったことを話し合
うとともに，教師が示した地
図と比べてわかりやすい地
図を作ることができる。

1

地図記号や色分けなど，地図の約
束を理解するとともに，教師が示し
た地図を参考にしてわかりやすい地
図を作ることができる。また，まちの
様子を具体的に言葉で表すことがで
きるようにする。

地図を見ながら考えよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ２４～２５
○地図記号や色分けなど，地図の約束が
わかり，わかりやすい地図を作る。地図を見
て，まちの様子を言葉で表すことができる。
◆地図記号や地図の約束があること。地図
の読み取り方がわかること。
①地図表現の約束について話し合う。
②先生が紹介した地図を参考にしてわかり
やすい地図を作る。
③まちの様子を言葉で表す。

○ ○

【技】地図記号や色分けな
ど，地図の約束を知るととも
に，まちの様子を言葉で表
し、ノートに記述することがで
きる。
【知】地図記号を用いる意義
を理解し，凡例を見ながら地
図記号で表された地図を読
み取ることができる。

地図記号の活用指導

1

標茶町の空中写真を見て，町内全
体の様子と自分たちの住む市街地
の様子とのちがいに関心をもち，標
茶町の様子について調べる意欲を
喚起する。

２．わたしたちの標茶の様子
地区から町へ広げよう
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ８～９
○標茶町の空中写真を見て，町内全体の
様子や自分たちのまちと比べて気になった
ことや不思議に思ったことを話し合う。
◆標茶町には，自分たちの住むまちとは，
様子のちがう地域があること。
①標茶町の空中写真を見ながら，気づいた
ことを話し合う。
②自分が行ったことのある場所や知ってい
る場所を出し合う。
③自分たちの住む市街地と比べて，気づい
たことなどをもとに，学習問題をつくる。

○ ○

【関】写真や資料から，標茶
町の様子について関心をも
ち，意欲的に調べようとして
いる。

【思】標茶町の様子について
話し合ったことをもとに，学習
問題をつくることができる。

1

自分たちが住む標茶町の広がりと，
町内における自分たちの住む地域
の位置を確かめることができるよう
にする。

わたしたちの町を調べよう
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１０～１１
○標茶町全体の地図を見たり，町の輪郭を
描き写したりして，町内における自分たちの
住む地域の位置について八方位を使って言
い表す。
◆標茶町の広さやおおまかな形をとらえ，
自分たちの地域の位置について八方位を
使って表すこと。
①標茶町の行政区と鉄道の地図を見て，町
の広がりを確かめる。
②町内における自分たちの地域の位置に
ついて，八方位を使って表現する。
③標茶町全体の地図を見たり，町の輪郭を
描き写したりして，標茶町のおおまかな形状
を確かめる。

○

【知】八方位の表し方を理解
し，町内における自分たちの
住んでいる地域の位置につ
いて八方位を使って表現して
いる。

管内の近隣町村の
名称について先取り
だがこの機会に扱っ
ておいた方がいい。４
年学習のレディネス
として。

＊1

学校の東側探検と重複、割愛しても
いいか。

大きな駅の周辺の土地利用や交通
の様子と，人々が集まる理由につい
て，地図や写真などの資料をもとに
調べることができるようにする。

標茶駅のまわり調べ隊
○標茶駅周辺と他の駅周辺の空中写真や
地図を読み取り，交通や土地利用について
調べる。
◆駅を中心に交通網が整備され，多くの
人々に利用されていること。
①空中写真と地図を対照させて，気づいた
ことを話し合う。
②地図記号の意味を理解し，駅周辺の交通
や土地利用について考える。
③標茶駅と周辺の駅を比べ，気づいたこと
をノートにまとめ，話し合う。

○

【技】標茶駅周辺の地図を調
べる観点にもとづいて適切な
資料を読み取り，調べてわ
かったことや考えたことを，
ノートにまとめている。

学校の東側探検と重複、
割愛してもいいか。

*3

学校の西側探検と重複、割愛しても
いいか。

町内の中心部の土地利用や公共施
設などについて，役場から取り寄せ
た資料などをもとに調べることがで
きるようにする。

役場のまわり調べ隊
○役場周辺の空中写真や地図を読み取り，
市役所周辺の建物や土地利用について調
べる。
◆標茶町の中心部には多くの公共施設が
あること。
①空中写真と地図を対照させて，気づいた
ことを話し合う。
②地図記号の意味を理解し，標茶町の中心
部の建物の特徴について考える。
③気づいたことをノートにまとめ，話し合う。

○

【技】調べる観点にもとづい
て適切な資料を読み取り，調
べてわかったことや考えたこ
とを，ノートにまとめている。

学校の西側探検と重複、
割愛してもいいか。

1

塘路湖沿いの土地がどのように利
用されているのかを地図や写真など
の資料をもとに調べ，大きな工場が
集まっているわけを考えることがで
きるようにする。

塘路湖に面した所調べ隊
　　　　　　　　　　　　しべちゃＰ１６～１７
○塘路湖に面した土地の空中写真や地図
を読み取り，海に面した所の土地利用の特
徴を調べる。
◆観光ポイントとして利用されていること
①空中写真と地図を対照させて，気づいた
ことを話し合う。
②地図記号の意味を理解し，土地利用の特
徴について考える。
③臨海部と自分たちのまちを比べ，気づい
たことをノートにまとめ，話し合う。

○

【技】調べる観点にもとづい
て適切な資料を読み取った
り，インタビューしたりして，
わかったことや考えたこと
を，ノートにまとめている。

4



1
川沿いの土地の地形の特色や土地
利用などについて，関連施設の人
の話や写真などの資料をもとにして
調べることができるようにする。

釧路川が流れる所調べ隊：しべちゃＰ１８
○川の流域の立体地図や流域センターを
見学し，川の流域の様子を調べる。
◆川は高い土地から低い土地へ流れてお
り，場所によって地形や土地利用が変化す
ること。
①釧路川流域の鳥瞰図を見て，気づいたこ
とを話し合う。
②釧路川流域センターの人の話から，わ
かったことを話し合う。
③川の上流，中流，下流の写真を比べ，土
地利用の様子について，わかったことをノー
トにまとめる。

○

【技】調べる観点にもとづい
て適切な資料を読み取った
り，インタビューしたりして，
わかったことや考えたこと
を，白地図やノートにまとめ
ている。

1

緑の多い所がどのように利用されて
いるか役場の人に話を聞いて調べ
たり，緑が多い所の分布を，地図な
どの資料をもとに調べたりすること
ができるようにする。

緑の多い所調べ隊：しべちゃＰ１９
○緑の多い所の分布図や空中写真を読み
取り，緑が多い所がどのように利用されて
いるのかを調べる。
◆町内の緑地分布や，公園や農地などに
利用されていること。
①釧路湿原・軍馬山・森林
②役場へのインタビューや，資料をもとに緑
地分布やその利用について調べる。
③緑が多い所について調べて，わかったこ
とを白地図やノートにまとめる。

○

【技】調べる観点にもとづい
て適切な資料を読み取った
り，インタビューしたりして，
わかったことや考えたこと
を，白地図やノートにまとめ
ている。

1

標茶町の様子について，観察や，写
真・地図などの資料をもとに調べた
ことをポスターに表現し，その特色を
とらえさせる。

〈深める〉教科書Ｐ４４～４７
ポスターをつくって，標茶町をしょうかいしよ
う
○自分たちの市を紹介するポスターを作
り，発表会をする。
◆自分たちの市の特色を他者に対して伝え
るために，これまで作成した白地図などを活
用してポスターを作成すること。
①標茶町の学習を振り返り，写真や地図，
作成物を活用する。
②どのようなポスターにするのか，表現の
工夫などについて話し合う。
③まとめたポスターをもとに，感想をノートに
まとめる。

○

【思】標茶町全体の土地の様
子や特色ある場所などを，自
分の住むまちとの位置関係
や方位を使って，文章やポス
ターに表現できる。

新しく作られた地図
記号について触れ
る。

21

月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

1

○わたしたちの身近にある販売や
生産の仕事に関心をもち，その様子
やわたしたちの生活とのつながりに
ついて調べる意欲をもたせる。

オリエンテーション：しべちゃＰ２０～２１
○まち探検や標茶町の様子調べの活動を
振り返り，地域には販売や生産の仕事があ
り，それらの仕事がわたしたちの生活とどの
ようなかかわりがあるのか関心をもち，学習
の見通しをもつ。
◆まちには，販売や生産の仕事にたずさわ
る人たちがいること。
①まちたんけんの学習を振り返り，どのよう
な仕事で働く人がいたか，発表させる。
②発表した仕事の中から，販売（商業）と生
産（農業と工業）にかかわるものを分類す
る。
③生産物が販売されることによって，自分た
ちの暮らしとかかわっていることをおさえさ

○

【関】教科書の写真をもとに，
生産（町内生産野菜，雪印乳
製品）と販売（店）が，自分の
暮らし（買い物）とつながって
いることに気づいて、ノートな
どに記述することができる。

1
家の人の買い物について想起させ，
調べる計画を立てることができるよ
うにする。

１．買い物調べをしよう
自分の家の買い物を調べよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ５０～５１
○家の人が普段どんな店で買い物をしてい
るのか発表し，買い物調べの計画を立て
る。
◆家の人が普段さまざまなお店で買い物を
したり，さまざまな商品を買ったりしているこ
と。
①家の人の買い物の様子を振り返り，よく
行く店，よく買う商品を発表する。
②家の人に買い物について尋ね，わかった
ことをカードに書く計画を立てる。
③買い物調べをする日を決め，調べ方や買

○

【関】家の人が買い物によく
行く店やよく買う商品につい
て興味・関心をもち，買い物
調べの計画を立てようとして
いる。

事前に家庭での買い物
の状況を調べて記録して
おく。

2

買い物調べで調べたことをもとに，
店のある場所やよく行く店をまとめ，
買い物の特徴をとらえることができ
るようにする。

グラフや地図にまとめよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ５２～５３
○買い物調べで調べたことを発表し，お店
のある場所や調べた人の人数を，地図や
表・グラフにまとめ，気づいたことを話し合
う。
◆人が多く通るところにお店が多かったり，
店に多くの人が買い物に行ったりしているこ
と。
①調べた店の分布を買い物地図にまとめた
り，人数を表やグラフにまとめたりして，気
づいたことを発表し合う。
②まとめた表やグラフから，多くの人が行く
店を指摘できる。
③その店に多くの人が行く理由を予想し，

○

【技】買い物調べで調べたこ
とを地図や表・グラフに表し
ている。

【思】買い物調べでまとめた
地図や表・グラフをもとに，買
い物によく行く店の特徴につ
いて予想し，学習問題をつく
ることができる。

1
店のよいところを話し合い，その店
について詳しく調べる意欲をもつこと
ができるようにする。

店のよいところを考えよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ５４～５５
○店に多くの人が行く理由を考え，店を調
べる計画を立てる。
◆店には，よいところがたくさんあること。
①店のよいところを話し合い，カードに書く。
②店に多くの人が行く理由を予想する。
③予想をもとに，店について調べる計画を
立てる。

○

【思】店に多くの人が集まる
理由を予想し，よいところを
カードに書き，見学の計画を
立てている。

単
元
目
標

○地域の販売に関する仕事について調べさせ，その仕事の特色や他地域とかかわりについて理解させる。
○地域の販売に携わる人々の仕事の工夫について考えさせ，それらの仕事が自分たちの生活を支えていることを理解させる。

4

単元名 ２　働く人とわたしたちのくらし　第１小単元　店で働く人と仕事　　第２小単元　工場で働く人と仕事
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1
店見学に向けた意欲をもち，見学の
計画を立てることができるようにす
る。

見学の計画を立てよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ５６～５７
○店を見学する計画を立て，見学の視点や
決まりを確認する。
◆店では，商品が並んでいたり，働く人やお
客の人がたくさんいたりして，気をつけて見
学しなければならないこと。
①店見学で調べたいことをグループごとに
話し合い，発表する。
②インタビューしたいことをまとめ，インタ
ビューの練習をする。
③店見学の日にち，道順，持ち物について
確認する。

○

【関】スーパーマーケット見学
の意欲を高め，調べたいこと
や注意することについて，グ
ループごとに話し合ったり，
ノートに書いたりしている。

フクハラ見学計画
質問事項をとりまとめて
打ち合わせ。

3
店見学を通して，お店がお客のこと
を考えたさまざまな工夫をしているこ
とに気づくことができるようにする。

２．店を調べに行こう
店の様子をよく調べよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ６０～６１
○店を見学し，気づいたこと，わかったこと
をカードに書く。
◆店では，お客さんが買い物をしやすいよう
に，値段・品ぞろえ・新鮮さ・便利さなど，さ
まざまな工夫をしていること。
①店を見学したり，働く人やお客さんにイン
タビューしたりして，わかった工夫を指摘す
る。
②それぞれの工夫が値段・品ぞろえ・新鮮
さ・便利さ・その他のどれに当たるのか考
え，カードに書く。
③障がいのある人やお年寄りの人に合わ
せた工夫などを見つけて，カードに書く。

○

【技】スーパーマーケットの売
り場の様子について視点を
決めて観察したり，買い物客
へインタビューしたりして，必
要な情報を集めてメモしてい
る。

フクハラ見学

1
店で働く人がお客のことを考えた売
り方の工夫をしていたことに気づくこ
とができるようにする。

店で働く人たちの様子を調べよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ６２～６３
○店見学を振り返り，店で働くさまざまな人
がどのような仕事をしていたか発表し，仕事
の工夫について話し合う。
◆店では，さまざまな人がさまざまな工夫や
努力をして働いていること。
①店ではどのような人がどのような仕事をし
ていたか，観察したことをもとに発表する。
②店で働く人はどのようなことに気をつけて
いたか，インタビューしたことをもとに発表す
る。
③店で働く人の仕事の工夫について考え，
話し合う。

○

【思】スーパーマーケットで働
く人が，どのような工夫をして
商品を販売しているか考え，
見学メモやノートに書いてい
る。

国語で「見学し所をも
とにまとめよう」など
関連単元はありませ
んか？

1

スーパーマーケットの商品の仕入れ
先が広く国内外にわたり，わたした
ちのくらしが他地域とかかわってい
ることに気づくことができるようにす
る。

品物はどこから：教科書Ｐ６４～６５
○店で売られている商品の産地を調べ，わ
かったことを発表し合う。
◆店の商品の仕入れ先が広く国内外にわ
たっていること。
①店で売られている商品の産地を調べる。
②調べた商品を絵カードに描き，白地図に
貼る。
③白地図づくりをもとに，他地域とのかかわ
りについてわかったことを発表する。

○

【知】お店が商品の仕入れを
通じて，国内外の他地域とか
かわっていることを理解し、
ノートやワークシートに記述
できる。

1

お客や家の人は，さまざまなことに
気をつけ，工夫して買い物をしてい
ることに気づくことができるようにす
る。

３．上手な買い物をするために
家の人たちが気をつけていること
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ６６～６７
○お客や家の人が，どのようなことに気をつ
けて買い物をしていたか，またその理由は
何か考え，発表する。
◆お客は，賞味期限や家族の健康，環境な
どを考えて買い物をしていること。
①インタビューしたお客の買い物の工夫に
ついて発表する。
②家の人に聞いた買い物の工夫について
発表する。
③お客や家の人の買い物の工夫について
話し合う。

○

【知】賞味期限やリサイクル
マークなどの表示，さまざま
なサービスを理解し、ワーク
シートなどに記述している。

1

スーパーマーケット以外のお店や買
い物の仕方について調べ，それぞ
れのよさに合わせた買い物の仕方
があることに気づくことができるよう
にする。

これからの買い物のしかた
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ６８～６９
○スーパーマーケット以外のお店や買い物
の仕方について調べ，なぜさまざまな方法
があるのか理由を考え，話し合う。
◆スーパーマーケット以外のお店や買い物
の仕方にも，それぞれのよさがあり，それに
合わせてお客は買い物を工夫しているこ
と。
①スーパーマーケット以外のお店や買い物
の仕方について発表する。
②それぞれの特徴を調べ，発表する。
③「まとめる」を参考に，生活に合わせた買
い物の工夫について考え，ノートに書く。

○

【知】専門店やコンビニエンス
ストアなどのお店，インター
ネットショッピングなど，多様
な買い物の仕方のよさにつ
いて理解している。

【思】さまざまなお店や買い
物の仕方があることをおさ
え，それらのよさやくらしとの
つながりについて考え，表現
できる。

1
販売の仕事を調べてきてわかったこ
とや，考えたことなどをもとに，広告
のちらしにまとめさせる。

店のチラシを作ってみよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ７０～７１
伝え合う
〈深める〉
ちらしをつくって，仕事のくふうを伝えよう
○販売の仕事について調べてわかったこと
を振り返りながら，それらを総合させた広告
のちらしにまとめる。
◆販売の仕事の工夫を他者に対して伝える
ために，見出しやキャッチフレーズを話し合
いながら考え，ちらしを作成すること。
①店の工夫（値段，品揃え，新鮮さ，便宜）
をどのように表現するか話し合う。
②地元の工業製品や農作物のよさや，他地
域とのつながりについて表現する。
③まとめたちらしをもとに，感想を話し合う。

○

【思】店や工場，農家の仕事
が自分たちとかかわりがあ
り，自分たちの暮らしを支え
ていることをちらしやノートに
表現できる。

1
他の店を調べてみよう
　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ７２～７３
広げ深める

1
地産地消って何だろう
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ２２～２３
参考資料
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1

標茶町でつくられている乳製品の実
物を見て気づいたことをもとに，乳
製品づくりに取り組む人たちの工夫
や努力，原料や製品を通した他地
域とのつながり，自分たちの暮らしと
の結びつきについて調べたいことや
調べ方を話し合い，工場見学の計
画を立てることができるようにする。

オリエンテーション：教科書Ｐ７４～７５
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ２４～２５
○標茶町で乳製品が作られていることに興
味をもち，乳業工場で調べたいことや調べ
方を話し合い，乳業工場の見学の計画を立
てる。
◆標茶町でつくられているものにはどんなも
のがあるかを知り，それがどのように作られ
ているか調べる方法として工場見学に行く
こと。
①標茶町で生産されているものを観察した
りして，気づいたことや感じたことを話し合
う。
②工場見学に向けて，調べてくることや調
べ方を考える。

○ ○

【関】標茶町でつくられている
ものに興味・関心をもち，そ
れについて調べようとしてい
る。

【技】過去の学習でつくった
絵地図や書いたノートなどの
ほかに，市のパンフレットな
どの資料の中から，自分たち
の地域でつくられている生産
物を取りあげて紹介すること
ができる。

1
○標茶町でさかんな「酪農」とはどん
なものか、大まかに理解することが
できる。

１．酪農家を見学しよう
標茶の酪農　：しべちゃＰ２６～２７
○標茶のほとんどの地域で酪農がおこなわ
れていることを調べる。
◆いったいどのくらいの牛がいるのだろう。
牛の頭数は増えているが、酪農家の戸数は
減っていることに注目する。
①地図から酪農のさかんな地域を確認す
る。
②グラフから標茶の酪農家の戸数の推移を
調べる。
③一戸当たりの農家が飼育する頭数が増
えているのだろうか。
④大規模化し、企業形態で酪農をしている
ところもあること。

○

【技】副読本中のグラフや記
述から標茶の酪農の特徴を
とらえてノートやワークシート
に記述している。

1
○酪農家に見学に行く前に「どんな
ことを聞くか、どんなことを見てくる
か」計画を立てることができる。

何を調べて来ようかな
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ２８～２９
○酪農家の見学の計画を立て、質問してみ
たいことを話し合う。
①質問してみたいことを話し合う。
②誰が質問するのか。
③何に注目してくるか、具体的に計画を立
てる。

○
【思】酪農家の仕事がどんな
ものか予想し，見学の計画を
立てている。

質問票を作り、予め酪農
家に送っておくと見学が
スムースになる。

1
酪農家の仕事の様子を見学して、
質問したかったことを聞くことができ
る。

酪農家を見学しよう
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ３０～３１
○酪農の仕事はどんなことをしているのか
な。
酪農家を見学して、仕事の苦労や工夫を聞
かせてもらう。

○

【技】酪農家の仕事を見学
し、仕事の様子や工夫してい
ることなど、気づいたことを
ノートやワークシートに記述
している。

1
見学の目的や内容をはっきりさせ、
具体的な質問事項など、乳業工場
の見学計画を立てることができる。

２．乳業工場を見学しよう
工場見学の計画を立てよう
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ３２～３３
○乳業工場では、どのように牛乳が集まっ
てきて、何を作っているのか、その工程につ
いて工場を見学して、仕事の様子や気をつ
けていること、商品について調べるための
計画を立てる。

○

【思】乳業工場の仕事の様子
や工夫しているところ、気を
つけているところなどについ
て見学の計画を立てて、ノー
トやワークシートに書いてい
る。

酪農家を見学したときの
経験を活かし、より良い
見学をするにはどうする
か話し合う。

3

標茶町でつくられている工業製品に
関心をもち，それが作られている行
程や働く人の役割について調べるら
れるようにする。

工場を見学しよう：しべちゃＰ３４～３５
○雪印工場で，その工程の様子を，観察し
たり聞き取ったりする。
◆雪印工場では，いろいろな機械を使った
り，働く人が工夫をしたりしながら１日にたく
さんの乳製品をつくっていること。
①前時に決めた｢調べてくること｣をもとに，
工場では乳製品をどのようにつくっているの
か，見学して調べる。
②乳製品づくりの作業工程をたしかめる。
③観察してもわからないことを，工場の人に
インタビューして調べる。

○

【技】自分たちで話し合った
観点にもとづいて見学した
り，話を聞き取ったりしてい
る。

雪印標茶工場の見学
２学級一度に対応しても
らえない。日をずらして設
定しなければいけない。
（バス対応要配慮）

1

工場を見学したときにメモした内容
をノートにまとめ，わかったことととも
に，さらに調べたいことを確かめるこ
とができるようにする。

工場を見学しよう：しべちゃＰ３４～３５
○工場を見学してわかったことを整理し，そ
こでわかったことをもとにもっと調べたいこと
を話し合う。
◆実際に見学してわかったことを整理する
とともに，そこからでた新たな疑問や，実際
には見学できなかった部分についての疑問
をもてること。
①見学して気づいたことやわかったことを，
見学メモをもとにしてカードに書く。
②カードに書いたことを黒板でまとめなが
ら，わかったことや気づいたことを話し合う。
③話し合ったことをもとに，まだわからない
ことや，さらに調べたいことをノートに書く。

○

【技】見学でわかったことを観
点にそって出し合い，それら
を分類したり，関連づけたり
しながらノートにまとめようと
している。

1

工場の設備や働く人たちの服装に
ついて調べ，工場では特に衛生と安
全に気をつけて生産していることに
気づくことができるようにする。

どんな仕事があるのかな：しべちゃＰ３６
○工場の設備や働く人たちの服装などを調
べ，工場で働く人たちは，どんなことに気を
つけながら製品をつくっているか話し合う。
◆工場で働く人たちは，特に衛生と安全に
気をつけて製品づくりに取り組んでいるこ
と。
①工場の施設や工場で働く人たちの服装に
ついて，見学してきたことや資料をもとに気
づいたことを発表し合う。
②工場で働く人たちが気をつけていること
を，工場の人へのインタビューなどをもとに
とらえる。
③調べてわかったことや考えたことをまとめ
る。

○

【思】乳業工場にはさまざま
な部門の仕事があり，それぞ
れの部門で工夫や努力が行
なわれることによって，衛生
的で安全な製品を効率よく生
産していることをとらえ、ノー
トに記述している。

1

工場で働く人たちがさまざまな仕事
を分担したり，交替で働く時間を調
整したりしていることをとらえ，多くの
人たちが協力して働いていることに
気づくことができるようにする。

どんな仕事があるのかな：しべちゃＰ３６
○乳製品づくり以外の仕事や，働く人たち
の労働時間などについて調べ，工場で働く
人々のさまざまな取り組みや工夫について
話し合いまとめる。
◆工場では，乳製品にかかわるさまざまな
仕事があったり，働く人たちの働く時間をず
らしたりする工夫がみられること。
①工場では，乳製品づくりのほかに，どんな
仕事をする人がいるのか調べる。
②工場の人たちの働き方や，仕事の工夫に
ついて調べる。
③さまざまな部門で働く人たちの様子を調
べて，わかったことや考えたことをまとめる。

○

【知】工場には，乳製品づくり
以外にもさまざまな仕事をす
る人がいることや，働く人が
働きやすいように，働く時間
や設備などに工夫をしている
ことがわかり、ノートに記述し
ている。
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1

乳製品の原料が運ばれてくる地域
や製品の配送先や配送方法を調べ
て，自分たちの市と国内外の他地域
とのつながりや工場の立地の工夫
に気づくことができるようにする。

品物はどこへ：しべちゃＰ３７
○乳製品の原料が運ばれて来る地域や，
完成品が運ばれていく地域について，地図
などで確かめながら調べ，調べたことを地
図などにまとめる。
◆乳製品の原料がさまざまな地域から運ば
れてきたり，製品を早く届ける工夫をしなが
ら国内の各地に配送されていったりするこ
と。
①乳製品の原料はどこから運ばれてくるの
か調べ，地図に表す。
②製品は，どこへ，どのようにして運ばれて
いるのか，工場の人の話や地図などの資料
をもとに調べる。
③乳製品づくりと他地域とのつながりや，出
荷の際の工夫について考える。

○

【技】乳製品の原料が運ばれ
てくる地域や配送先，工場の
立地条件について地図や資
料から読みとったり，地図に
表したりする。

2

パンフレットにまとめよう
　　　　　　　　　：教科書Ｐ１０２～１０３
伝え合う

1
町の人たちの仕事を調べよう
　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１０４～１０５
広げ深める

2

自分たちが住んでいる地域で多くの
野菜がつくられていることをとらえる
とともに，茅沼の大根づくりについて
調べたいことや調べる方法を話し合
い，農家の畑の見学計画を立てるこ
とができるようにする。
大根畑の資料を通して，畑の様子
や，大根づくりの様子についてとらえ
ることができるようにする。

参考資料：選択
阿歴内のたんちょう大根について
　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ３８～３９
○標茶町で生産されている野菜の分布図を
読み取り，町内で生産されている大根につ
いて調べたいことを話し合う。
◆標茶町では野菜が生産されていることを
知り，そのことについて調べる計画を立てる
こと。
①給食のメニューや資料を見て，自分たち
の地域の野菜づくりに関心をもつ。
②自分たちの地域の農作物について，知り
たいことや調べたいことを考える。
③農家見学の計画を立て，学習問題をつく
る。
○大根を生産している農家にインタビューし
たり、資料を活用したりして，大根づくりの仕
事について調べる。
◆大根づくりの農家では，一連の作業を計
画的に行っていることに気づく。
①地域の農家の畑へ見学に行ったり、資料
を活用するなどして，畑の様子を観察する。
②農家の人にインタビューする。
③調べてわかったことやもっと調べたいこと

○ ○ ○

【関】市の野菜の生産につい
て興味・関心をもち，見学計
画を立てようとしている。

【思】農家の仕事には，どの
ような工夫があるのかを予想
し，学習問題をつくることがで
きる。

【技】視点に沿って，観察をし
たり，話を聞き取ったり資料
から読み取ったりすることが
できる。

わたしたちの標茶を
活用し、「大根農家」
「塘路のワカサギ漁」
も扱う。

1

標茶町育成牧場について
　　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ４０～４１
育成牧場はどんなことをする牧場か。
日本全国から牛を預かって育てていること。

○

【技】育成牧場を通して標茶
の酪農が全国とつながって
いることを調べることができ
る。

1

塘路湖のワカサギ漁について調べ
て、漁業をさかんにするためにいろ
いろな努力があることに気づくことが
できるようにする。

塘路湖を活かして：しべちゃＰ４２～４３
○ワカサギ漁について調べ、漁業に携わる
人々の工夫や願いを知る。
◆ワカサギ漁をしている人々が、商品化す
るために様々な工夫や努力をしていること。
①塘路湖のワカサギ漁について漁業従事
者の取り組みについて調べる。
②ワカサギ漁に従事している人々がさまざ
まな取り組みを行っている理由を調べ，そこ
に込められた思いや願いについて考える。
③「まとめる」を参考に，ワカサギ漁につい
て調べてきて考えたことや感じたことをまと
める。

○

【技】塘路湖のワカサギ漁を
通して標茶のような内陸部で
も漁業に従事している人々
がいる事実について調べる
ことができる。
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月 時数 本時のねらい 学習内容・学習活動 関 考 技 知 具体の評価規準
留意点 他教科・領域、行事

等との関連

4

単元名 ３　変わるわたしたちのくらし　　第１小単元　「まちの人たちが受けつぐ行事」　　第２小単元　「昔の道具とくらし」

単
元
目
標

○地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事について関心をもち，調査したりインタビューしたりして調べ，これらを受け継いできた人々の思いや願いについて考えさせる。
○古くから残る暮らしにかかわる道具とそれらを使っていた頃の暮らしの様子について関心をもち，郷土資料館を見学したりインタビューしたりして調べ，道具の移り変わりと人々の生活
の変化を関連づけて考えさせる。



1

地域の祭りや年中行事について
知っていることや体験したことを話し
合い，これらの行事がいつ頃から行
われているのか，地域にはどんな古
いものや続いていることがあるのか
について，関心をもたせる。

オリエンテーションしべちゃＰ４４～４５
○地域の祭りや年中行事，古くから残る建
物などの写真を見たり，自分たちが参加し
た体験を話し合ったりして，地域にはどんな
古いものや続いていることがあるのか話し
合う。
◆地域には人々が受け継いできた文化財
や年中行事があること。また，わたしたちの
暮らしは，時代とともに変わってきているこ
と。
①地域の祭りや年中行事について，知って
いることや体験したことを発表させる。
②祭りや年中行事，文化財などが古くから
受け継がれていることに気づかせる。
③それらの祭りや年中行事，文化財などを
受け継ぐ人々がいることに関心をもたせる。
＊産業まつり・川上神社祭
＊周辺集落の酪農祭
＊磯分内千人太鼓
＊郷土館・軍馬山　など

○

【関】地域の祭りや年中行
事，古くから残る建物や文化
財について関心をもち，意欲
的に調べようとしている。

1

地域の人々が受け継いできた祭り
について知りたいことや調べる方法
を考え，話し合い，学習問題と学習
計画を立てることができるようにす
る。

１．まちの人たちが受けつぐ行事
どうやって調べよう：しべちゃＰ４６～４７
○地域の人々が受け継いできた祭りの写真
を見て，知りたいことや調べる方法を考え，
話し合い，調べる方法を具体的に決める。
◆地域には昔から続く祭りやお囃子などの
伝統行事があり，それらに詳しい人がいる
こと。
①まちに残る古い建物や昔から続く祭りに
ついて，知っていることを話し合う。
②知りたいことについて，調べる方法と計画
を立てる。
③昔について詳しい人に聞くための手紙を
書き，学習問題をつくる。

○ ○

【関】地域の人々が受け継い
できた祭りや昔のことについ
て関心をもち，意欲的に調べ
ようとしている。

【思】調べたいことや調べる
計画を考え，学習問題をつく
ることができる。

1

祭りやお囃子にたずさわる人から話
を聞いたり，神社やお囃子の練習の
様子を調べたりして，祭りの歴史や
祭りを受け継ぐ人々の思いに気づく
ことができるようにする。

みんなが楽しむお祭り
　　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ４８～５１
○祭りやお囃子を受け継いでいる人から話
を聞いたり，調べたりしてわかったことや考
えたことについて話し合う。
◆祭りやお囃子を受け継ぐ人々は，地域の
伝統を受け継ぎ，今後の継承と発展を願っ
ていること。
①調べたいことを確かめる。
②神社の説明板を調べたり，お囃子の練習
に参加したりして，祭りやお囃子を受け継ぐ
人から話を聞く。
③行事に込められている地域の人々の思
いについて話し合い，考えたことをノートに
まとめる。

○

【技】地域の祭りやお囃子に
ついて，神社の説明板や聞
き取った情報から必要なこと
をノートにまとめている。

＊3

地域に残る年中行事について調
べ，行事と生活との結びつきや行事
に込められた人々の思いや願いを
考えることができるようにする。

まちに残る年中行事
地域の残る年中行事
　　　　　　　　　　　　　　しべちゃＰ５２～５３
○参加したことのある年中行事についてそ
の経験を話し合い，行事の意味や行事に込
められた人々の思いや願いをカレンダーに
まとめる。
◆昔から続く年中行事にはそれぞれ意味が
あり，それらには人々の思いや願いが込め
られていること。
①まちに残る年中行事に参加した経験を話
し合う。
②年中行事の意味を調べ，年中行事をカレ
ンダーにまとめる。
③「まとめる」を参考に，行事に込められた
人々の思いや願いについて話し合う。

○ ○

【知】年中行事にはそれぞれ
意味があり，これらを受け継
いできた人々の思いや願い
がわかり、ノートに記述して
いる。

【思】年中行事を受け継いで
きた人々の思いや願いにふ
れ，地域社会のよりよい発展
についてノートに表現でき
る。

1

昔の暮らしの様子が描かれた絵を
見て，昔の道具やそれらを使ってい
たころの人々の暮らしについて関心
をもち，学習問題と学習計画を立て
ることができるようにする。

２、昔の道具とくらし
昔の道具をさがそう：しべちゃＰ５４～５５
○昔の暮らしの様子が描かれた絵を見て，
昔の道具を探したり，今の道具と比較してそ
れらの使い方を考えたりする。
◆電気，ガス，水道がなく，今とはちがう道
具を使い，家族が家の仕事を分担して行
い，生活していたこと。
①絵を見て気がついたことや，昔の道具を
発表する。
②今の道具とちがうところについて話し合
う。
③昔の道具を使った暮らしについて予想
し，学習問題をつくる。

○ ○

【関】昔の道具やそれらを
使っていた頃の人々の暮らし
について関心をもち，意欲的
に調べようとしている。

【思】調べたいことや調べる
計画を考え，学習問題をつく
ることができる。

3

郷土資料館を見学し，昔の道具を観
察したり使ったりして，道具の名前
や使われていた時期，気づいたこと
や疑問などを絵カードにまとめること
ができるようにする。

郷土資料館をたずねて
　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１１８～１１９
○郷土資料館で調べることを計画し，実際
に見学して調べたことを絵カードにまとめ
る。
◆昔の道具は使うのに手間がかかるものも
あるが，昔の人々の知恵や工夫が込められ
ていること。
①郷土資料館で調べることや調べる方法に
ついて話し合う。
②道具の使い方や使われた時期について，
見学して調べる。
③調べたことやわかったこと，考えたことを
絵カードにまとめる。

○

【技】道具を観察したり，郷土
資料館の人に聞いたりして，
道具の使い方や使われた時
期など必要な情報を集め，
絵カードにまとめている。

郷土館出出前授業依頼

1

洗濯板を使って洗濯をすることで，
昔の暮らしの様子を実感するととも
に，道具の移り変わりと人々の生活
の変化について考えることができる
ようにする。

やってみよう，昔のせんたく
　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１２０～１２１
○洗濯板とたらいを使って洗濯をしたり，洗
濯に使う道具の絵カードを並べて比較した
りして，道具の移り変わりと人々の生活の
変化について考える。
◆道具の移り変わりとともに人々の生活も
変化し，便利になったこと。
①地域の方に教わって洗濯板とたらいを
使って洗濯をする。
②体験して，感じたことを話し合う。
③洗濯に使う道具の絵カードを並べ，気づ
いたことを話し合う。

○

【思】昔の道具を使って感じ
たことをもとに，道具の変化
にともなって生じた人々の生
活の変化について考え，表
現している。

4



1

祖父母の世代の人々に，子どもの
頃の暮らしの様子を尋ねて調べ，道
具や暮らしがどのように変化してき
たかをとらえることができるようにす
る。

おじいさん，おばあさんが子どものころ
　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１２２～１２３
○祖父母の世代の人々に，昔使っていた道
具のことや暮らしの様子について質問し，わ
かったことや考えたことをノートにまとめる。
◆戦時中や戦後は苦しい生活が続いたこと
や，子どもも大人と一緒に家の仕事を手
伝って働いたこと。
①祖父母の世代の人々に質問したいことを
整理する。
②知りたいことをインタビューする。
③インタビューをもとに，今と昔の暮らしのち
がいについてノートにまとめる。

○

【技】祖父母などに子どもの
頃の暮らしについてインタ
ビューし，必要な情報を集め
てメモしている。

1

父母の世代の人々に，子どもの頃
の暮らしの様子を尋ねて調べ，道具
や暮らしがどのように変化してきた
かをとらえることができるようにす
る。

お父さん，お母さんが子どものころ
　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１２４～１２５
○父母の世代の人々に，遊びの様子やまち
の様子，使っていた電化製品などについて
質問し，わかったことや考えたことをノートに
まとめる。
◆電気を使う製品が増えたり，地域の開発
が進んだりしたこと。
①父母の世代の人々に質問したいことを整
理する。
②知りたいことをインタビューする。
③インタビューをもとに，考えたことをノート
にまとめる。

○

【技】父母などに子どもの頃
の暮らしについてインタ
ビューし，必要な情報を集め
てメモしている。

1

作成してきた絵カードを活用し，道
具の進歩と暮らしや社会の変化を
関連づけてとらえ，年表にまとめるこ
とができるようにする。

年表を作ろう　：教科書Ｐ１２６～１２７
○絵カードを活用して，時代ごとに区分して
道具の移り変わりと人々の生活の変化がわ
かる年表を作成する。
◆道具の変化とともに人々の生活の様子や
まちの様子も変化してきたこと。
①絵カードを使ってこれまでに調べてきたこ
とを振り返る。
②絵カードを順番に並べ，必要なことを書き
加えて年表を作成する。
③「まとめる」を参考に，年表を見てわかっ
たことや考えたことについて話し合う。

○ ○

【知】道具の変化には，暮ら
しをよりよくしようとする人々
の願いや努力があったことが
わかる。

【思】道具の移り変わりと
人々の暮らしの変化を，関連
づけて表現できる。

1
スピーチ大会を開こう
　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１２８～１２９
伝え合う

1
行事に込められた願いを調べよう
　　　　　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１３０
広げ深める

1

学習してきた内容をマップにまとめ，
地域の歴史に関心をもたせたり，
人々の思いや願いに気づかせたり
して，地域に対する愛着をもたせ
る。

昔と今の町の様子を地図で比べよう
　　　　　　　　　　　　　　　　：教科書Ｐ１３１
広げ深める
○これまで学習してきたことをもとにして，地
域に昔から残る建物や文化財，年中行事を
マップにまとめ，気づいたことを話し合う。
◆まちの年中行事や文化財を他者に対して
伝えるために，古くから残る建物や記念碑
などを調べ，マップを作成すること。
①まちの年中行事や文化財について振り返
り，どのように表現するか話し合う。
②白地図に年中行事や文化財にかかわる
場所を表現したり，写真やコメントを配置し
たりする。
③まとめたマップをもとに，感想をノートにま
とめる。

○

【思】地域には受け
継がれてきた年中行
事や文化財があり，
また人々の願いや努
力があることを，
マップやノートに表
現できる。

14

total 70

標準 70

余剰 0
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