
社会科指導計画・評価計画（第４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

○交通事故の写真や火事の写真を
読み取ったり，見聞きした交通事故
や火事の様子や，交通事故にあい
そうになった体験を発表したりするこ
とを通して，交通事故や犯罪のない
まち，火事が起こらないまちにする
にはどうしたらよいかという問題意
識と，調べようとする意欲をもたせ
る。

オリエンテーション
○交通事故や火事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事の様子，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交通事故や火災現場の写真を読み取る。
②交通事故や火災現場について，知っている
ことや見聞きしたことについて発表する。
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調べる計
画を立てる。

○ ○

【関】交通事故の写真や
火事の写真などの観察や
発表などに意欲的に取り
組み，市で起きた交通事
故や火事に関心をもち意
欲的に調べようとしてい
る。

【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、ノートで的確に指摘
している。

1

市で起きた交通事故の件数や死傷
者数，事故の主な原因などをグラフ
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ることを
明らかにできるようにする。

グラフで調べて考えよう
○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，分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
化のしかたを読み取る。
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，学習問題をつくり，
調べる計画を立てる。

○ ○

【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とら
えようとしている発言が
見られる。

【技】市の交通事故の件
数や原因を表したグラフ
や表から，数値やグラフ
の変化を読み取って記述
している。

算数：
　「折れ線グラフ」

1

前時で読み取ったグラフや表を手が
かりに，交通事故を防ぐために，地
域ではどのようなことが行われてい
るのかを予想し，学習問題をつくる
ことができるようにする。

学習問題をつくり，学習の見通しを立てよう
○交通事故を防ぐために地域ではどのような
ことをしているのかについて予想したことを話
し合い，それらをもとに学習問題をつくり，学
習の見通しを立てる。
◆警察署や地域の人々は，交通事故を防ぐ
ために，どのようなことをしているのだろう，と
いう学習問題をつくり，学習の見通しを立てる
こと。
①交通事故を防ぐために，地域でどのような
取り組みが行われているかを予想する。
②予想したことをもとに話し合い，学習問題を
つくる。
③学習問題をもとに，調べる計画を立て，学
習に見通しをもつ。

○ ○

【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
発言が見られる。

【思】市で起きている交
通事故の現状をもとに，
交通事故を防ぐための警
察署や地域の人々の取り
組みを予想し，学習問題
を考え，ノートに表現し
ている。

2

交通事故を防ぐための学校のまわ
りの施設を調べ，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。

学校のまわりを調べよう
○交通事故を防ぐための学校のまわりの施
設を調べる。
◆学校の周りには，交通事故を防ぐための
様々な施設があること。
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】カーブミラー，点
字ブロック，信号機，電
柱標識板，自転車専用道
路，看板など，交通事故
を防ぐための施設は，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、ワークシートに記
述している。

まち探検の設定

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番のしくみや警察署の交通
安全のための仕事について理解で
きるようにする。

警察署をたずねて調べよう
○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
しくみがあること，交通事故を防止するため
の仕事やしくみがあること。
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
を聞いてメモをとった
り，疑問に思うことを質
問したりしている。

【知】110番のしくみや，
交通事故を防ぐために交
通整理や取りしまりなど
を行う警察署の仕事を理
解し、ワークシートに書
くことができている。

社会見学で釧路市の防
災センターに行けるとい
い。

1

地域の安全を守るための警察署の
仕事について調べ，地域の人々の
安全のために努力していることを理
解できるようにする。

くらしの安全を守る警察署
○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】警察署は地域の
人々と連携して，安全の
ための呼びかけを行った
り，地域を見回ったりし
て，地域の安全を守るた
めに努力していることを
理解し、ノートに記述し
ている。

防犯訓練との関連

単元名 ４　安全なくらしとまちづくり　　第１小単元「事故・事件のないまちを目ざして」　第２小単元「災害からまちを守るために」　２６時間

単
元
目
標

○地域社会における事故，犯罪や災害の防止について，関係機関が地域の人々と協力して，事故，犯罪や災害の防止に努めていることや関係の諸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働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。

4
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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。

地域の人々の取り組みを調べよう
○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，地域の人々が協力し
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。

交通安全街頭指導と
の関連

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。

地域安全マップをつくろう
○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。
◆地域では，危険な場所や安全な場所があ
り，人々が協力し合ったり，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マップを見て，地域の安全を守るためのしく
みや，人々の取り組みをまとめる。

○ ○

【技】地域の安全を守る
人々やその取り組みを振
り返り，地域安全マップ
に示すことがらを整理し
て，マップを分かりやす
く作成している。

【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，適切にノートに表
現している。

1

資料の読み取りを通して火事の恐ろ
しさに気づくとともに，学校や地域が
どうやって火事から守られているの
かを予想し，調べることを明らかにし
て，学習問題をつくることができるよ
うにする。

火事について調べよう
○火事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
火事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事が発生してお
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。
③消防署で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】消防のしくみや防
災の取り組みについて，
意欲的に調べようとして
いる。

【思】火事のイラストや
発生件数，被害者数のグ
ラフなどを読み取り，消
防署や地域の人々の取り
組みを予想し，学習問題
を考え，ノートに表現し
ている。

2

火事が起きた場合の消防署の対処
のしかたを調べ，人々や諸機関が
協力して計画的に活動していること
をとらえることができるようにする。

消防署をたずねて調べよう
○消防署の出動に関する図や写真から，火
事が発生した時の諸機関への連絡や，出動
の様子や工夫を調べる。
◆警察署に１１０番のしくみがあるように，消
防署にも１１９番のしくみがあること。また，近
隣の消防署からの応援体制があること。
①１１９番のしくみを調べる。
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
を聞いてメモをとった
り，疑問に思ったことを
質問したりしている。

【知】１１９番のしくみ
や火事が発生した時の消
防署の仕事について理解
し、ノートに記述してい
る。

消防署の見学
（煙中品訓練を兼ねるの
で、設定を依頼する）

防災訓練との関連

2
消防署の活動を調べ，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とらえることが
できるようにする。

消火の仕事の他には
○消防や救急，救助の仕事をする人の話や
勤務時間の表を読み取り，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，広報等の
仕事があること。１１９番通報は消火活動だ
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，どのようなくふう
をしているのか考える。

○

【知】消防署の出動がな
いときの仕事や救急隊の
仕事について理解し、
ノートに記述している。

2

学校の消防設備を調べ，それぞれ
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
とをとらえることができるようにする。

学校の消防せつびを調べよう
○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。学校では消防計画
に沿って，避難訓練が行われていること。
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】学校にある消防施
設を調べ，学校にある消
防施設の種類や数，設置
されている場所を理解
し、ワークシート澪まと
めることができている。
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2

地域の消防施設を調べ，それぞれ
の施設の役割や施設が計画的に配
置されていることに気づくとともに，
人々が協力し消防署と連携して消
防活動をしていることをとらえること
ができるようにする。

地域の消防しせつを調べよう
○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。消防団は，消防署
と協力して，消火活動にあたっていること。
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，分かったことを
話し合う。

○

【知】地域の消防施設を
調べ，地域では人々が協
力して防災に取り組んで
いることを理解しワーク
シート澪まとめることが
できている。

まち探検の設定

1

地域では，火事以外に地震などの
災害も予想されていることに気づ
き，そうした災害に備えることの大切
さをとらえることができるようにする。

おそろしい地震
○過去の大地震の資料から，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深刻であること。県
や市では防災計画を作り，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】学校や地域の災害
に対する備えについて，
意欲的に調べようとして
いる。

避難訓練

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とらえること
ができるようにする。

地震へのそなえを調べよう
○地域にある防災施設の写真や消防団員の
話から，地震に対する地域の物的な備え，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，
そこには様々な施設や設備があること。地域
では災害時に備えて，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
の施設や設備があること
を知るとともに，人命を
助ける方法を伝える取り
組みも行われていること
を理解し、ワークシート
にまとめることができて
いる。

消防署の見学
（防災センターの備蓄食
料などを見せていただ
く。）

1
災害から地域を守るために，自分は
どん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。

災害から地域を守るために
○地域の防災訓練や防火運動の写真から，
地域の人々が自主的に協力して防災に取り
組む活動を調べ，自分にできることを考える。
◆地域では人々が協力して，様々な防災活
動が行われていること，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災害から人や地域を守るために大切なこと
について，学習を振り返って，まとめる。

○ ○

【関】災害から地域を守るた
めに，関係する諸機関や地
域の人々の協力があること
をとらえ，自らも地域の防災
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
めに人々が協力していること
をとらえるとともに，自分にで
きることを考え，適切に表現
している。（発）（ノ）
【思】災害から地域を守るた
めに人々が協力していること
をとらえるとともに，自分にで
きることを考え，適切に表現
している。（発）（ノ）

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につ
いて，下級生や地域の人々に伝え
たいことを発信する活動を通して，
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。

【深める】地域の安全のこれからを考えよう
○地域安全会議を開くため，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，安全な場
所，自分が思ったことなどを発表する。
◆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
内容を決める。
②地域安全会議を開き，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書く。

○ ○

【関】これまで学習してきたこ
とをもとに，意欲的に地域の
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
人々に伝えようとしている。

【思】これまで学習してきたこ
とをもとに，地域の安全な場
所や危険な場所，災害時に
避難する場所が，どのような
場所にあるのか，根拠を明
確にして考え，ノートに適切
に表現している。

24

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

6

単元名 ５　健康なくらしとまちづくり　第１小単元「ごみはどこへ」　　第２小単元　洗濯　「水はどこから」　「くらしと電気」　＊どちらか選択して学習　２５時間

単
元
目
標

○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調べることを通して，これらの事業が地域の人々の生活に不可欠であることや，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聞き取りを行ったり，地図や統計などの資料を活用したりして調べ，ごみの処理や飲料水の確保，下水の処理に取り組む人々の願いや努力，自分たちにも協
力できることなどを考えさせ，表現させる。



1

○給食の後片付けの場面について
話し合うことを通して，日常生活で出
るごみはどのように処理されるの
か，日常生活で使う水道水はどのよ
うにして送られてくるのかについて,
調べる意欲をもたせる。

オリエンテーション
○教科書の写真資料（種類ごとに分別された
給食の残り,食器などの水洗いの写真）から，
日常生活で出るごみの種類や,日常生活で水
道水を使っている場面を見つけて発表する。
そして，調べたいことと，その予想を考えて
ノートに書く。
◆学校生活をはじめ，身の回りの様々な場面
からごみが出たり，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。

1

○家から出るごみの種類や量を
調べるとともに，ごみを分別し
たり，収集に出すときの決まり
があることに気づき，その理由
に関心をもち，調べることを明
らかにして，学習問題をつくる
ことができるようにする。

家から出るごみを調べよう
○学校や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る。
◆ごみは分別したり，決まった日に収集した
りするなど，処理のしかたにきまりがあるこ
と。
①家から出るごみの種類と量を調べる。
②ごみの分別のしかた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。ごみの量を減らすため
に自分にできることを意欲的
に考えようとする発言が見ら
れる。

【思】家から出るごみの調査
を手がかりに，ごみの処理に
ついて調べるための学習問
題を考え，ノートに記述して

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。

ごみの収集の様子を調べよう
○ごみの出し方や収集の工夫を調べる。
◆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ごみの収集のしかた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，文書資料や統計資料
を活用したりして，ごみ収集
のしかたやその工夫につい
て調べている。
ごみの収集や処理の仕方に
ついて知りたいことを，家の
人などに適切に質問してい
る。

【知】ごみを早く収集するため
に，収集方法に工夫がなさ
れていることを理解し、ノート
に記述している。

4

○清掃工場を見学して，工場で
の燃やすごみの処理のしかた
や，処理の工夫について調べる
ことができるようにする。

清掃工場を見学しよう
○清掃工場における燃やすごみの処理のし
かたと，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】清掃工場を見学して、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。
清掃工場の資料を活用し
て，燃やすごみの処理のし
かたや，処理の工夫につい
て調べている。

クリーンセンター見学
（徒歩で片道３０分・バス
を依頼するより柔軟）

国語：報告文「見学し
たことをもとに」
総合：環境教育

1

○資源ごみの処理のしかたと，
そのゆくえを調べ，リサイクル
を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。

資源ごみのゆくえ
○資源ごみの処理のしかたと，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，
分別するなどの協力が必要であること。
①資源ごみの処理のしかたを調べる。
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】資源ごみの処理のしか
た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、ワーク
シートなどに記述している。

1

○最終処分場での処理のしかた
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。

ごみをもやしたあとの灰のゆくえ
○最終処分場の処理のしかたや処理の工夫
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
理のしかた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
しかたや処理の工夫につい
て調べ，ごみを処理していく
ために，費用をはじめとした
様々な課題があることを理解
し、ノートにまとめている。

1

○市のごみの量と処理にかかる
費用について調べ，それらが変
化してきたわけについて調べる
ことができるようにする。

こんなに費用がかかるなんて
○市のごみの量や，ごみの処理にかかる費
用について，変化の理由を調べる。
◆市のごみの量や処理にかかる費用は，私
たち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。

○

【技】標茶町のごみに関する
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
確に指摘したノート記述がで
きている。
標茶町のごみの量と処理に
かかる費用の変化の理由
を，人々の生活の変化や市
の取り組みなど調べたことと
関わらせてとらえ、ノートに記
述している。

1

○ごみの量を減らすために，給
食を作る人々やスーパーマー
ケットで働く人々が取り組んで
いる工夫や努力について調べる
ことができるようにする。

市で働く人々の取り組み
○給食を作る人々やスーパーマーケットで働
く人々がごみの量を減らすために取り組んで
いる活動について調べる。
◆給食を作る人々やスーパーマーケットで働
く人々は，ごみの量を減らしたり，再生利用す
るため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】給食を作る人々やスー
パーマーケットで働く人々の
ごみを減らすための様々な
取り組みを知り，経済活動の
中でごみを資源化して再生
利用していくことの大切さを
理解し、ノートやワークシート
に記述している。

7
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1

○市の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，人々がどのようなこ
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。

市でくらす人々の取り組み
○ごみの量を減らすために，市の人々が取り
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を考える。
◆市の人々が，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自分たちの暮らし
との関わりを考える。

○

【知】地域に住む人々のごみ
減量の取り組みと取り組む
人々の思いを理解するととも
に，地域住民もごみの減量
に携わっていくことの大切さ
を理解し、ノートにまとめてい
る。

2
○ごみの量を減らすために,自分
たちにできることを考え，表現
することができるようにする。

わたしたちにできることは
○ごみの量を減らすために，自分たちにでき
ることを考え，表現する。
◆ごみの量を減らすために大切なことを考
え，それをもとに自分にできることを考えてい
くこと。
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
考える。

○ ○

【知】ごみを減らすために大
切な取り組みや考え方を，学
習した事例を通して理解し、
ノートに既出している。

【思】ごみを減らすために自
分にできることを考え，発言
したりノートに書いたりして表
現している。

1

家庭や市全体の水の使用量
などを調べ，気づいたこと
や疑問をもとに水道のしく
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。

１日に使う水の量を調べよう
○家庭や市全体の水の使用量などを調べ
る。
◆日常生活で使われる水の量や用途，市の
水の使用量の推移を読み取ること。
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】家で１日に使われる水
の量に関心をもち，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言が見
られる。

【思】１日に自分が使う水の
量や，市全体で使われる水
の量の変化などを調べ，疑
問に感じたことをもとに学習
問題を考え，ノートに表現し
ている。

＊水はどこからと電気は
どこからの選択　学校選
択？学年裁量？

1

自分たちの使う水が，各種
の施設を経由して送られて
くることをとらえるととも
に，水源や施設のはたらき
に関心をもつことができる
ようにする。

水が送られてくる道を調べよう
○自分たちの使う水が送られてくる経路につ
いて，調べる。
◆自分たちの使う水が送られてくる経路につ
いて理解すること。
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】水道水の経路を表した
絵地図や写真などの資料か
ら，自分たちの住む地域へ
水がどのように送られてきて
いるのかを読み取り、ワーク
シートにまとめている。

3

浄水場を見学して調べ，そ
のしくみやはたらきをとら
えるとともに，そこで働く
人々の努力に気づくことが
できるようにする。

浄水場を見学して調べよう
○浄水場の様子やしくみについて，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。
◆浄水場の役割について理解すること。
①浄水場の様子やしくみを調べる。
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】浄水場に関する資料か
ら，浄水場のしくみや働く人
の仕事についてとらえ，浄水
場の役割を理解し、ノートに
まとめている。

西別川水源地見学可能
か？できなければ、資料
を活用して１時間

1

ダムと森林のはたらきにつ
いて調べ，その共通するは
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を調べよう
○ダムと森林のはたらきについて，ダムで働
く人から話を聞いたり，図解を見たりして調べ
る。
◆ダムと森林に共通するはたらきを理解する
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】ダムや森林に関する資
料から，それぞれのはたらき
についてとらえるとともに，そ
れらに共通するはたらきにつ
いて理解し、ノートに記述し
ている。

1

水源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。

水源を守る取り組みを調べよう
○水源を守るための活動について，活動する
人やそれ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。
◆水源を守るために，ボランティア活動や，
県や地域を越えた活動が進められていること
を理解する。
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】水源を守る活動につい
て調べ，それらの活動が県
や地域を越えて人々が協力
して行っているものであるこ
とを理解し、ノートに記述して
いる。

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，
自分ができることを考える
ことができるようにする。

水をむだにしないくふう
○水をむだにしないための工夫について考え
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。
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】学習を振り返り，水を大
切に使うわけを考えるととも
に，水を無駄にしないための
工夫について調べ，考えたこ
とをノートに適切に表現して
いる。

5
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1

使ったあとの水のゆくえを
調べ，再利用されたり，施
設で処理されたりしている
ことをとらえるとともに，
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。

使ったあとの水のゆくえを調べよう
○使ったあとの水のゆくえと，下水処理のは
たらきを調べる。
◆下水処理のはたらきと，水の循環について
理解する。
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
なことを考える。

○ ○

【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】学習してきたことをもと
に，水を安定的に確保してお
くために大切なことを考え，
適切に表現している。（発）
（ノ）

終末処理場見学
（Ｈ２６は終末処理場と多
和平とあわせて見学）

国語：報告文「見学し
たことをもとに」
国語：説明文「資料を
基に説明しよう」
総合：環境教育

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。

〈深める〉
くらしの見直しをよびかける言葉を考えよう
○ごみの減量や，節水を呼びかける言葉を
考えて表現し，友だちと批評し合う。
◆ごみの減量や，節水を呼びかける言葉を
考え，表現する。
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考えた言葉と考えたわけをグループで発表
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。

【思】考えた言葉を友だちと
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
葉でノートに表現している。

＊

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。

電気はどこから
○停電が起きた場合の暮らしへの影響につ
いて話し合い，電気がどこから送られてくるの
か資料で調べる。
◆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。
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。

【思】電気がどこからどのよう
にして送られてくるのかにつ
いて興味・関心をもち，学習
問題を考え，ノートに表現し
ている。

＊水はどこからと電気は
どこからの選択　学校選
択？学年裁量？

＊学習しない場合は、総
合で取り組む。

＊

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種類の発電のしくみや特徴を
理解できるようにする。

どのようにして，電気をつくるの
○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３種類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・
水力にはそれぞれ長所と短所がある。
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発電のしくみごとに，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
されていることと，主要な発
電方法のしくみや特徴を理
解し、ノートにまとめている。

＊

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
大切かを考えられるようにす
る。

くらしと電気のこれから
○自然の力を利用する発電を進めようとして
いる理由と，電気を無駄なく使う節電の方法
について調べ，話し合う。
◆環境に優しく安全な自然エネルギーを利用
するだけでなく，電力使用量を減らす節電へ
の取り組みが重要である。
①自然の力を利用した発電のしくみについて
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，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、ノートに
記述している。

【思】これからどのような発電
方法や節電の取り組みが重
要になるのかを考え，自分の
意見をノートに表現してい
る。

23

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

9 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
に関心をもたせる。

オリエンテーション：教科書Ｐ８４～９９
　　　　　　　　　　　　しべちゃＰ９６～９７
＊図書館資料室　活用
○推測した開発地を実際に歩いたり、神社や
寺、郷土館、図書館の資料室など昔の様子
を伝えるものはないか調べる。
○地域に伝わる史跡などについて，実際に
調査活動して見聞したことをもとに話し合い，
いつ頃から行われているのか，どのような由
来があるのか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
子をとらえ，調べたいことを話し合う。

○ ○

【関】地域の祭礼などの伝統
行事や史跡，昔の暮らしや
土地の様子に関心を持ち，
意欲的に調べようとしてい
る。

【技】地域の史跡などを調べ
たり，地域の昔の様子をとら
えた写真から，当時の様子
などを読み取ったりしてい
る。

＊図書館資料室　活用

お年寄りとのふれあ
いの会との関連

総合：地域教育

1
身近な地域の地名の由来を調べ，
アイヌの生活と結びついていること
を考えることができるようにする。

１．アイヌの人たちのくらし
アイヌの地名：しべちゃＰ９８～９９
○標茶町内の地名がアイヌ語から来ているも
のが多いことを調べる。

○ ○

【技】図書館で調べた資料や
学芸員の話から，標茶地名
がアイヌ語がもとになってい
ることをメモしたりまとめたり
している。
【知】標茶の各地の地名が、
アイヌの人たちのその土地を
表す言葉からできていたこと
がわかる。

9

単元名 ６　昔から今へと続くまちづくり　　１６時間

単
元
目
標

○初めて地域の過去に目を向け、昔の生活やまちづくりについて考えることを通して、歴史学習の基礎を培う。 
○地域の発展に尽くした先人たちが、よりよい生活を求めて努力してきたことを当時の生活の様子や開発に取り組む様子から考えることができるようにする。
○観察やインタビューなど、体験的な学習を通して、地域社会の一員として地域の発展を願う態度を育てる。

10



1
アイヌの人々のくらしについて、狩
猟・採集生活、衣服・住居・集落につ
いて知る。

昔のアイヌの人たちのくらし：
　　　　　　　　　　　　　しべちゃＰ１００～１０２
＊郷土館見学または出前授業
○アイヌの人々の暮らしについて、狩猟・採
集生活、衣服・住居・集落について講義しても
らう。

○

【技】:アイヌの人々の知恵や
自然に対する考え方を資料
を基にノートにまとめることが
できる。

＊郷土館見学または出
前授業

1
資料から昔のアイヌの人々のくらし
を想起することができるようにする。

アイヌの人たちのお話：しべちゃＰ１０３
○塘路湖のペカンペ祭りや虹別のくま祭りな
どにまつわる話をもとに、より具体的に想起
できるようにする。

○
【知】:アイヌの人々の知恵や
自然に対する考え方をノート
にまとめている。

＊図書館資料室　活用

1
楽器の形、音色、曲、どれもアイヌ
の人々の思いが込められていること
を理解できるようにする。

アイヌの文化を伝える：
　　　　　　　　　　　　しべちゃＰ００４～１０５
○トンコリの形や曲が何を意味しているのか
を調べ、アイヌの人々の思いが込められてい
ることを理解する。

○ ○

【思】学芸員の話や資料から
分かったことをノートなどに
書き表し，それらを手がかり
に学習計画を立て，適切に
表現している。

【関】昔のアイヌの人々の文
化について，疑問に思ったこ
とを発表したり，調べたりしよ
うとしている。

2
釧網本線が開通するまでの交通手
段について調べ、流れを理解する。

２．標茶のまちづくり
汽車がやってきた：しべちゃＰ１０６
鉄道がなかったころ：しべちゃＰ１０７
○オリエンテーション：釧網本線が開通するま
での交通について、調べ、鉄道ができるまで
の流れをつかむ。
○けもの道を歩いていたこと。
○川のあるところは船を利用していたこと。

○

【技】鉄道がなかったころの
交通の様子について、高齢
者にインタビューしたり、資料
で調べたりしたことを、ノート
やワークシートにまとめるこ
とができる。

1
○川湯ー釧路間の釧路鉄道と硫黄
の採掘の関連について理解すること
ができる。

硫黄を運ぶ（釧路鉄道）：しべちゃＰ１０８
○川湯の硫黄を運ぶために敷かれた、川
湯ー釧路間の釧路鉄道について調べる。
○硫黄だけでなく、乗客や貨物も運んでいた
ことを押える。
○標茶―釧路間は船で運んでいたことを押
える。

○ ○

【知】硫黄の採掘と釧路鉄道
の関連を踏まえて、鉄道が
敷かれた経緯について理解
することができる。

1
○釧網本線の開通には、何年もか
かったが、開通後、内陸の開拓が急
速に進んだことを考える。

釧網本線の開通：しべちゃＰ１０９～１１１
○釧網本線の開通には何年もかかり、開通
に伴って、内陸の開拓が進んだことを考えさ
せる。
○釧網線の開通に当たって人々の願いや喜
びについてまとめる。

○

【思】釧網本線の開通後、内
陸の開拓が急速に進んだこ
とを考え、人々の願いや思い
を考える。

2

○標茶の基幹産業である酪農がど
のようにはじめられたのかについて
調べ、背景とともにる理解できるよう
にする。

らく農の始まり：しべちゃＰ１１２
虹別のらく農：しべちゃＰ１１３
○農家で自分の家で飲む牛乳を搾ることから
始まって、絞った牛乳を売りに出す産業にす
るまでの経緯を調べる。
○入植してきた人たちのくらしはどんなだった
か。
○どうやって畑を作ったのだろう。
○標茶の厳しい気候について、気温や日照
時間についてのグラフなどを活用する。

○ ○

【思】資料の読み取りを通し
て，酪農の始まりについて考
え、ノートにまとめることがで
きる。

【知】標茶で酪農がはじめら
れた経緯にについて理解し、
ノートに記述している。

＊可能な限り、地域人材
の活用を図る。

1
○厳しい自然条件の中から、標茶に
合った産業として酪農が始まったこ
とを理解する。

畑作農業かららく農へ：しべちゃＰ１１４
○凶作続きで厳しい畑作は標茶の気候に適
さなかったこと、酪農が適していた条件を考え
る。

○

【思】標茶の気候と畑作・酪
農の条件に合った資料から、
酪農に転校していったわけを
考えて、ノートにまとめること
ができる。

1
酪農を始めてからも、多くの苦労や
努力があったことに気づくことができ
る。

牛をかう苦労：しべちゃＰ１１５～１１６
○酪農を始めたころの様子を調べ、人々の
苦労や願いを想像する。

○

【思】酪農を始めた当時の暮
らしぶりがわかる写真などの
資料をから、当時の苦労や
努力をノートにまとめている。

1

機械化されてきた酪農について見学
や資料をもとに調べ、農家の人々の
願いがいろいろな工夫を重ねて今に
つながっていることを理解する。

戦後になって：しべちゃＰ１１７
○標茶の酪農はどのように変わってきたか。
○機械化・設備など発展してきた様子を調べ
る。
　搾乳の仕方・草刈りの仕方・牧草の収穫や
保存の仕方など。
○おいしい牛乳を作るために酪農家がしてい
る努力
　　草地改良・飼料・健康管理など

○

【知】機械化や設備の工夫な
どを重ねて今の基幹産業に
まで発展させてきたことを
ノートにまとめている。

2
これまでの学習をふり返り、昔の
人々が暮らしを高めるために努力し
てきた経緯をまとめる。

かみしばいを作ろう：教科書Ｐ１００～１０１ ○

【表】調べたことを地図や年
表，シナリオにまとめること
ができる。
【思】開発によって，人々の
暮らしはどのように変化した
かを想像し，ノートに適切に
表現している。

国語：説明文

16

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

７　わたしたちの県のまちづくり　第１小単元　「県の地図を広げて」　２４時間

単
元
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）の地理的位置をとらえさせるとともに，各都道府県の位置と名称を調べ，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させる。
○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，自然環境，伝統や文化などの地域の資源を活用している地域の人々の生活，県全体の地形や主な産業，都市，
交通網について調べ，県の特色をつかむとともに，国内外の他地域との結びつきを理解させる。

10
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単元名



1

○日本地図を活用して自分たちの
県の地理的位置や都道府県の名称
と位置を調べさせるとともに，方位を
使って位置関係を説明したり，日本
が47都道府県から構成されているこ
とに気づかせ，それぞれの名称と位
置を日本地図で指摘したりすること
ができるようにする。

オリエンテーション：しべちゃＰ１１８
　　　　　　　　　　　　教科書Ｐ１０６～１０９
○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た
りして分かったことを話し合ったり，発表し
合ったりする。
◆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，自県の地理的位置，隣
接県の名称や自県との位置関係。
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。

【知】日本における自分たち
の県の地理的位置，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
ている事実を理解し、ワーク
シートに記述できる。

都道府県の名称と位
置は継続的に指導す
る。

1

○北海道の地図を見ながら、形を何
かになぞらえたり、自分たちの住む
町の位置を確かめたりして、北海道
の形や広がりを理解できるようにす
る。

１．北海道の地図を広げて
北海道の地図を見てみよう
　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１１９～１２０
○北海道の地図を見ながら，形を何かになぞ
らえたり，自分たちの住む町の位置を確かめ
たりして，北海道の形や広がりを理解できる
ようにする。
○北海道の周りの様子や自分たちの町の位
置について，八方位を使って読み取ることが
できるようにする。
◆自県の地理的位置や地形的特色，主な市
町村，山地，河川の名称や位置。
①市町村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】自県の地理的位置や地
形の特色に関心をもち，意欲
的に調べようとしている。

【思】自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，ノー
トに表現している。

1

地図を使って，道内における自分た
ちの市の地理的位置を表したり，自
県の地形的な特色を把握したりし，
その過程で八方位の使い方や等高
線の見方を習得できるようにする。

地図で見る土地の高さ：教科書Ｐ１１２
○地図を活用して，県内における自分たちの
市の地理的位置を，八方位を使って表した
り，県の形や土地の様子を等高線を読み
取って調べたりする。

○

【技】八方位や等高線に関心
をもち，自分たちの市の地理
的位置の説明や，県の地形
の特色を読み取る。

2

土地利用図を使って，地形と土地の
使われ方とを関連づけて考え，北海
道の土地利用の特色についてとら
えることができるようにする。

地形図を作ってみよう：しべちゃＰ１２１
○土地利用図を活用して，県の土地の使わ
れ方を地形と関連づけて読み取り，特色を
ノートにまとめる。
◆地形図と土地利用図とを関連づけ，県の
土地利用の特色をとらえること。
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】地図などの資料を活用
して自県の主な産業とその
分布，交通の広がりを調べ，
白地図などにまとめている。

1

地図や写真，グラフなどを使って，
北海道の農業が盛んな地域と産
物，その分布から地理的特色をとら
えることができるようにする。

農業のさかんな地域：しべちゃＰ１２２
○自県の農業が盛んな地域と主な産品を地
図や写真，グラフなどを使って調べるととも
に，その地理的特色を考える。
◆自県の農業や漁業が盛んな地域とその地
理的な特色をとらえること。
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。

○

【知】自県の農産物の主な産
地と産物を表した地図や，県
で作られている主な農産物
の収穫量のグラフを読み取
り，県の農業の特色について
分かったことをノートに書い
ている。

1

北海道の主な水産物とその山地を
調べて地図にまとめ、水産業の特色
を海洋の様子など地理的特色をとら
えることができる。

漁業のさかんな地域：しべちゃＰ１２３
○自県の漁業が盛んな地域と主な産品を地
図や写真，グラフなどを使って調べるととも
に，その地理的特色を考える。
◆自県の漁業や漁業が盛んな地域とその地
理的な特色をとらえること。
①北海道のどこでどのような水産物が取られ
ているのか調べる。
②地図に表して、地理的な特色をつかむ。

○

【知】自県の水産物の主な産
地と産物を表した地図や，県
で作られている主な農産物
の収穫量のグラフを読み取
り，県の漁業の特色について
分かったことをノートに書い
ている。

1

地図や写真，グラフなどを使って，
北海道の工業が盛んな地域と生産
品，その分布から地理的特色をとら
えることができるようにする。

工業のさかんな地域：しべちゃＰ１２４
○自県で工業が盛んな地域と主な工業製品
を地図や写真，グラフなどを使って調べるとと
もに，その地理的特色を考える。
◆自県の工業が盛んな地域とその地理的な
特色をとらえること。
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。

○

【知】自県の工業製品の主な
生産地と製造品を表した地
図や，県内の市町村別の工
業生産額のグラフを読み取
り，県の工業の特色について
分かったことをノートに書い
ている。

2
地図や写真などを使って，自県の交
通の特色をとらえることができるよう
にする。

北海道の交通の様子：しべちゃＰ１２５
○自県の主な鉄道や道路の広がり，空港や
港の位置を地図で調べ，県の交通の特色や
他地域との結びつきの様子を読み取る。
◆自県の交通は，県内の主な都市を結びな
がら，他の都道府県や外国と結びついてお
り，この結びつきが自県の流通を支えている
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地図から読み取ったことをもとに，県の様
子を白地図やノートにまとめる。

○ ○

【知】自県の地図から，県の
交通は，県内の主要都市と
他地域，外国と結びついてい
ることをとらえている。（発）
（テ）
【思】自県の交通は，県内の
主要都市と他地域，外国と
結びつき，それが人や物の
行き来を支えていることに気
づき，適切に表現している。
（発）（ノ）
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2

○道内の特産物や観光で知られる
地域を調べ、紹介し合って、地場産
業を活かしてまちづくりをしているこ
とを理解する。

２．地域の特産物や観光を生かしたまちづくり

特産物や観光で知られる地いき
　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１２６～１２７
○道内の特産物や観光で知られる地域を調
べ、紹介し合う。

○ ○

【関】地形や産業，特色ある
地域などの様子に関心をも
ち，意欲的に調べることを通
して地域社会に対する誇りと
愛情をもとうとする。
【知】北海道の特色ある地域
について具体例を挙げて説
明することができる。

1

○道内の地場産業が盛んな地域と
して旭川市を事例に，家具作りの歴
史や生産者の工夫と努力，地場産
業を中心とした地域振興の様子をと
らえさせるとともに，そこに生きる
人々の願いについて考えさせる。

家具のまち旭川：しべちゃＰ１２８
旭川家具ができるまで：しべちゃＰ１２９
○旭川市に住む人たちの仕事や，家具作り
の仕事について調べ，町の人たちのくらしの
様子や願いをとらえる。

○ ○

【技】旭川市の地形や産業，
特色ある地域などの様子を
資料を活用したり白地図にま
とめたりして調べるとともに，
調べた過程や結果を工夫し
て表現する。

【知】家具作りの行程を具体
的に理解し、ワークシートに
まとめることができる。

1

○道内の地場産業が盛んな地域と
して新十津川町を事例に，米作りに
ついて、生産者の工夫と努力，地場
産業を中心とした地域振興の様子を
とらえさせるとともに，そこに生きる
人々の願いについて考えさせる。

米どころ新十津川：しべちゃＰ１３０～１３１
新十津川町を事例に，米作りについて、生産
者の工夫と努力，地場産業を中心とした地域
振興の様子をとらえさせるとともに，そこに生
きる人々の願いについて調べ，町の人たちの
くらしの様子や願いをとらえる。

○ ○

【技】新十津川町の地形や産
業，特色ある地域などの様
子を資料を活用したり白地図
にまとめたりして調べるととも
に，調べた過程や結果を工
夫して表現する。

【知】米作りの行程を具体的
に理解し、ワークシートにまと
めることができる。

1 学力サポートテスト

1

○道内の地場産業が盛んな地域と
して釧路市を事例に，海に面した釧
路市の自然環境や土地利用の様
子，そこに住む人たちの仕事をもと
に，釧路市について調べる計画を立
てることができるようにする。

３．自然を生かした釧路市のまちづくり
海に面したまち釧路市：しべちゃＰ１３２
○海に面した釧路市の自然環境や土地利用
の様子，そこに住む人たちの仕事をもとに，
釧路市について調べる計画を立てる。

○

【関】釧路市の地形や産業，
特色ある地域などの様子に
関心をもち，意欲的に調べる
ことを通して地域社会に対す
る誇りと愛情をもとうとする。

1

○道内の地場産業が盛んな地域と
して釧路市を事例に，そこに住む人
たちの仕事をもとに，釧路市につい
て調べ、釧路市の課題をとらえるこ
とができるようにする。

全国でも有名な漁業の町：しべちゃＰ１３３
○釧路市で漁業がさかんなわけについて調
べ，港やそこで働く人の様子をとらえる。
○釧路市の漁業にたずさわる人たちの仕事
の様子を調べ，魚の減少などの問題を考え
る。

○ ○

【思】釧路市の地形や産業，
特色ある地域などの様子か
ら学習の問題を見出して追
究・解決し，釧路市の特色や
地域の人々の生活や産業と
自然環境及び国内の他地域
や外国との関連を考え適切
に判断する。

【技】釧路市の地形や産業，
特色ある地域などの様子を
資料を活用したり白地図にま
とめたりして調べるとともに，
調べた過程や結果を工夫し
て表現する。

1

○釧路市の漁業に携わる人々の仕
事の様子を調べ、魚が食卓に届くま
での流通のしくみをとらえられるよう
にするとともに、今日の課題に気づ
くことができるようにする。

水揚げされた魚はどこへ
　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１３４～１３５
○魚はどうやって食卓に運ばれくくるのか、
道筋を調べる。
○「シシャモをとる漁師さんの話」から、今日
の課題をとらえることができる。

○ ○

【知】魚が食卓に運ばれるま
での道すじをとらえ、ワーク
シートに表すことができる。
【関】議行の今日的な課題に
気づくことができる。

1

○釧路市では水産資源保護のため
に魚を増やす取り組みをしているこ
とについて調べ、きれいで豊かな海
を守っていく取組みが進められてい
ることをとらえることができるように
する。

とるだけの漁業から育てる漁業へ
　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１３６～１３７
○きれいな海を取り戻し、魚や貝を増やす取
り組みについて調べる。
○釧路港の漁獲量の移り変わりのグラフをも
とに、漁獲量が減っていることを読み取る。
○魚を増やす取り組みについて、自分なりの
考えを発表し合い、現在釧路漁業組合で行
われている取り組みについて知る。

○ ○

【技】グラフをもとに漁獲量の
推移を読み取ることができ
る。
【思】魚を増やす取り組みに
ついて、自分なりの考えを発
表し合うことができる。

1

○道内の地場産業が盛んな地域と
して釧路市を事例に，海に面した釧
路市の自然環境や土地利用の様
子，そこに住む人たちの仕事をもと
に，釧路市について調べる計画を立
てることができるようにする。

製紙工場があるまち
　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１３８～１３９
○苫小牧と釧路の共通点から、製紙工場の
立地条件について考え、釧路市の特色であ
る製紙工業について調べてまとめる。

○

【思】釧路市と苫小牧市の地
理的な共通点から、製紙工
場として適している特徴を考
えてノートにまとめることがで
きる。

1
縮尺の異なる地図を比べながら、縮
尺の意味やそれぞれの地図の長
所・短所に気づくことができる。

４．世界とつながるまちづくり
縮尺のちがう地図を見くらべて
　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１４０～１４１
○縮尺５０万分の１の地図と縮尺２万５０００
分の１の地図を見比べて、それぞれに周辺
都市との位置関係がわかる、地図記号によっ
て施設や土地利用の様子がわかるなどの利
点が違うことをとらえる。

○

【技】縮尺５０万分の１の地図
と縮尺２万５０００分の１の地
図を見比べて、それぞれに
周辺都市との位置関係がわ
かる、地図記号によって施設
や土地利用の様子がわかる
などの利点が違うことをとら
えることができる。（発言な
ど）

2

○道庁のあるまちについて，他地域
と密接な関わりをもつ札幌市の人口
や土地利用などの特色をとらえるこ
とができるようにする。

４．世界とつながるまちづくり
縮尺のちがう地図を見くらべて
　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１４０～１４１
札幌市の人口や土地利用などの特色をとら
える

○ ○ ○

【関】札幌市の地形や産業，
特色ある地域などの様子に
関心をもち，意欲的に調べる
ことを通して地域社会に対す
る誇りと愛情をもとうとする。
【技】札幌市の地形や産業，
特色ある地域などの様子を
資料を活用したり白地図にま
とめたりして調べるとともに，
調べた過程や結果を工夫し
て表現する。
【知】札幌市や近郊の千歳市
の特色を具体的に理解す
る。
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2
○空港の様子やはたらきを調べるこ
とを通して，人や荷物の動きを通し
た外国との結びつきに気づくことが
できるようにする。

札幌市と空でつながる国や地域
　　　　　　　　　　　　：しべちゃＰ１４２～１４３
空港の様子やはたらきを調べることを通し
て，人や荷物の動きを通した外国との結びつ
きを考える。

○

【思】札幌市や近郊の千歳市
の地形や産業，特色ある地
域などの様子から学習の問
題を見出して追究・解決し，
札幌市や近郊の千歳市の特
色や地域の人々の生活や産
業と自然環境及び国内の他
地域や外国との関連を考え
適切に判断する。

2

○北海道について調べてきたことや
分かったことをもとに，白地図や文
章などに整理させ，自分たちの県の
様子と特色を分かりやすく紹介する
工夫を考えながら，パンフレットにま
とめさせる。

【深める】県をしょうかいするパンフレットをつ
くろう
○これまでの学習を振り返りながら自分たち
の県の特色を話し合い，どのようなパンフレッ
トにするかグループで相談する。
○資料を集めたり紹介文を書いたりしなが
ら，分かりやすく伝えるための工夫を話し合
う。
○自分たちの県を紹介するパンフレットを
作って見せ合い，相互評価を行う。

○

【思】北海道について調べて
きたことや分かったことをもと
に，適切にパンフレットに表
現している。

27

total 90

標準 90

余剰 0

単元テスト６コマ
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