
社会科指導計画・評価計画（第５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

○日本の国土の様子，日本と周りの
国々の位置，世界の大陸や海洋な
どについて，調べる意欲をもたせ
る。

オリエンテーション
①衛星写真を見て，日本の位置を見つける
とともに，世界の大陸や海洋について気づ
いたことを出し合う。
②地球儀と地図，衛星写真を比べ，グルー
プで気づいたことを話し合う。
③地球儀と地図の特徴をまとめ，これから
の学習の見通しをもつ。

○

【関】児童が、地図や地球儀
を活用しながら，日本の国土
や世界の国々などについ
て，意欲的に調べようとして
いる。

2

○世界の主な大陸と海洋，主な国
の名称と位置を調べるとともに，地
球上の位置を示す緯度・経度・赤道
などについて理解し，世界の中の日
本の位置関係を調べられるようにす
る。

世界を一周してみよう
○地図や地球儀を活用して，世界の主な大
陸や海洋，主な国の名称と位置を調べたう
えで，世界の中の日本の位置や広がりにつ
いて学習問題をつくり，世界との位置関係を
地球儀で調べる。
◆世界には主に六つの大陸と三つの海洋
があり，さまざまな国があること。また，地球
上の位置は緯度や経度で表されること。
①世界にはどのような大陸や海洋があるの
か，地図や地球儀を見ながら調べる。
②世界の主な国の名称と位置，国旗につい
て，写真や地図，地球儀を見ながら調べ
る。
③世界の中の日本の位置や広がりについ
て学習問題をつくり，調べたいことや調べ方
を考える。
④地図や地球儀に引かれている緯度や経
度，赤道について調べる。
⑤さまざまな国と日本との距離や方位を地
球儀の上で測る。

○ ○

【思】世界の主な国・大
陸・海洋と日本の位置関
係や，日本の領土の広が
りについて，学習問題や
学習計画を考え，ノート
に表している。

【技】世界の主な大陸や
海洋，世界の主な国の名
称と位置，世界の中の日
本の位置関係などを地球
儀や地図から的確に読み
取りノートに記述してい
る。また，地球儀の上で
おおまかな方位や距離を
確かめている。

2

○日本を構成する主な島々や北方
領土，日本の東西南北の端，周りの
国々の位置について調べ，日本の
位置や国土の広がりについて理解
できるようにする。

日本の領土と周りの国々
○日本の国土の位置や形，東西南北の端
や周りの国々の名称，国旗，日本を構成す
る主な島々をめぐる諸課題について調べ，
国土の特色をまとめる。
◆日本はユーラシア大陸の東側に位置して
いること，南北にのびた列島であること，東
西南北の端の場所と名称，近隣の国々の
位置や国旗，領土をめぐる諸課題があるこ
と。
①衛星写真を見て，日本の国土の位置や
形について気づいたことを発表し合う。
②日本の東西南北の端や周りの国々の名
称，国旗について調べる。
③北方領土，竹島，尖閣諸島をめぐる諸課
題について資料を読み取ってとらえる。
④「まとめる」を参考に，日本の国土の位置
や広がりについて様々な表現を考え，ノート
に書く。

○ ○

【知】日本の国土の位置
や広がり，領土をめぐる
課題や国旗の大切さにつ
いて理解しノートにまと
めている。

【思】世界の国々・大
陸・海洋の名称や方位な
どを用いて，日本の国土
の位置や広がりの言い表
し方を考え，的確にノー
トなどに表現している。

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

○日本の国土には四季の変化
があることや，地域や土地の高
さによって気候に違いがあること
をとらえ，日本の地形や気候の
特色について調べる意欲をもつ
ことができるようにする。

変化の大きい日本の自然
○日本の自然の変化の様子について，さま
ざまな資料から読み取り，わかったことをま
とめ，学習問題を立てる。
◆日本の国土では四季の変化がみられ，
地域や土地の高さによっても気候の違いが
みられること。
①四季の変化の様子を写真から読み取り，
自分たちの暮らしのなかでは，季節によっ
て自然やくらしの様子にどのような違いがあ
るか話し合う。
②地域による四季の変化の様子の違いを
資料から読み取り，わかったことを話し合
う。
③地形による気候の違いを資料から読み取
り，わかったことをノートにまとめ，これから
調べる学習問題を立てる。

○ ○

【関】日本の国土ではさ
まざまな自然の様子がみ
られることに気づき，国
土の地形や気候の特色に
ついて興味をもって調べ
ようとしている。

【思】国土の地形や気候
の特色について調べる学
習問題を考え，ノートに
表している。

1

地図帳や写真資料を活用して日
本の山脈や山地，平野，川，海
岸線などの様子を調べ，国土の
地形の特色についてとらえるこ
とができるようにする。

さまざまな地形
○日本の地形の特色について，地図帳や
写真資料などから調べ，気づいたことやわ
かったことを話し合う。
◆日本の国土は山地・山脈が多く，海沿い
には，平野や入り組んだ海岸線もみられる
こと。
①「さまざまな地形の様子」の図を見て，山
脈や山地，平野，盆地などの地形の違いを
とらえる。
②地図帳を活用しながら，p16・17の地図で
空欄になっている山脈や山地，平野，川の
名前を調べる。
③写真や地図などの資料をもとに，日本の
国土の地形の特色について調べ，気づいた
ことやわかったことを発表し合う。

○

【技】教科書の地図資料や地
図帳から，国土の地形につ
いての必要な情報を読み取
りノートに記述している。

4

単元名 第１大単元　わたしたちのくらしと国土(第1小単元　日本は世界のどこにある？）　５時間

単
元
目
標

○日本の国土の様子や自然条件の異なる地域の様子を具体的に調べ，国土の特色や自然環境に適応して暮らしている人々の工夫や願いをとらえさせる。
○国土や地域の自然環境に関する写真や地図，統計などの資料を収集・選択し，自然環境と人々の生活や産業との関わりについて多面的・多角的に考えさせる。
○世界の主な大陸や海洋，主な国の名称と位置，日本の位置と領土について，地図や地球儀，資料などを活用して調べさせる。

第１大単元　わたしたちのくらしと国土(第２小単元　日本の地形と気候　）　３時間



1

日本の気候区分図や各地の雨温図
などの資料を読み取ることを通し
て，国土の気候の特色について考
えることができるようにする。

地域のよってちがう気候
○日本の自然の変化の様子，地形や気候
の特色について，地図や雨温図，イラストな
どから調べ，気づいたことや考えたことを話
し合う。
◆日本の国土は山地・山脈が多く，海沿い
には，平野や入り組んだ海岸線もみられる
こと。
①日本各地の雨温図と気候区分図を読み
取り，それぞれの地域の気候の特色をつか
む。
②夏と冬の季節風のイラストと本文から，季
節風や梅雨，台風などがもたらす日本の気
候への影響について考える。
③日本の気候の特色について，考えたこと
を発表し合う。
④「まとめる」を参考に，日本の国土の地形
や気候の特色について様々な表現を考え，
ノートに書き表す。

○

【思】調べたことをもと
に，日本の国土の地形や
気候の特色について考
え，様々な表現を用いて
表している。

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

2

気候や地形に違いがみられる地
域の様子を写真から読み取り，
それらの自然条件と人々の暮ら
しとの関わりに関心をもち，学
習問題や調べる計画を立てるこ
とができるようにする。

気候や地形に特色のある地域をたずね
て
○暖かい地域や寒い地域，高地や低地
など，自然条件に特色のある地域の様
子の違いを写真から読み取り，学習問
題を立て，調べる計画を立てたり予想
し合ったりする。
◆日本には，気候や土地の高さなどの
自然条件に特色のある地域があり，
様々な違いがみられること。①これま
での学習をふまえ，沖縄県・北海道，
野辺山原・白根郷の写真を見て，それ
ぞれの自然条件や人々の暮らしの様子
について気づいたことや疑問に思った
ことを話し合い，学習問題を立てる。
②自分たちの住む地域の自然条件につ
いて「やってみよう」を参考にまと
め，それをふまえながら，調べていく
地域を決める。
③学習問題を解決するために，くわし
く調べることと調べる方法について考
え，ノートにまとめる。
④調べることについて，予想し合う。

○ ○

【関】気候や地形などの
自然条件と，人々の暮ら
しとの関わりについて関
心をもち，自然条件に特
色のある地域の様子につ
いて意欲的に調べようと
している。

【思】自然条件に特色の
ある地域について調べる
学習問題を立て，問題を
解決するために調べる内
容と調べる方法を考え，
ノートに表している。

1

沖縄県の位置や気候の様子，家
のつくりなどについて資料をも
とに調べ，人々が自然環境に合
わせた生活を営んでいることを
とらえることができるようにす
る。

冬でもあたたかい沖縄県
○様々な資料を読み取り，沖縄県の気
候の特色や，気候に合わせた家のつく
りの工夫について調べ，考えを話し合
う。
◆沖縄県は年間を通して温暖なこと
や，台風が多いといった気候の特色が
あり，人々はその気候に合わせて，昔
から家のつくりに様々な工夫をしてい
ること。
①地図から，沖縄県の位置や島の広が
りを確認する。
②グラフや写真などの資料を読み取
り，沖縄県の気候の特色について調べ
る。
③気候の特色に合わせた家のつくりの
工夫について，写真やイラストを読み
取って調べ，気づいたことや考えたこ
とを発表し合う。

○

【思】沖縄県の気候の特
色と人々の住まいの工夫
を関連づけて考え、ノー
トに表している。

「暖かい地域」と「寒い地
域」のどちらかを選択(3
時間分）

1

沖縄県で行われている農業や水
産業の様子を調べ，沖縄県で
は，温暖な気候を生かした産業
が営まれていることをとらえる
ことができるようにする。

あたたかい気候を生かした産業
○沖縄県の気候に合わせた農業や水産業
について様々な資料をもとに調べ，まとめ
る。
◆沖縄県では温暖な気候を生かし，さとうき
び，果物，花きなどの農産物や，もずくなど
の水産物の生産・出荷がさかんであること。
①写真資料やグラフなどの資料から，沖縄
県の農業の特色を調べる。
②写真資料やグラフなどの資料から，沖縄
県の水産業の特色を調べる。
③沖縄県の農業や水産業と，気候との関わ
りについて話し合い，ノートにまとめる。

○

【技】グラフや写真資料
を効果的に活用し，沖縄
県の農業や水産業の特色
について的確にとらえ、
ノートなどに記述してい
る。

「暖かい地域」と「寒い地
域」のどちらかを選択(3
時間分）

1

様々な資料を読み取ることを通
して，沖縄県の自然環境や文
化・歴史の特色，抱えてきた課
題についてとらえ，そのなかで
暮らす人々の思いや願いについ
て考えることができるようにす
る。

さんご礁の海を求めて
○沖縄県の自然環境や文化・歴史の特
色，現在抱えている課題などについて
写真や地図などの資料をもとに調べ，
考えたことを話し合う。
◆沖縄県には，気候の影響や外国との
関わりによって独自の文化がみられる
ことや，環境や歴史の面から抱えてき
た課題があること。
①写真資料や本文から，沖縄県の環境
や文化について調べ，気候や外国との
関わりをとらえる。
②写真や地図などの資料を読み取り，
環境や歴史の面から沖縄県が抱えてい
る課題について調べる。
③沖縄県の自然や文化の特色と，それ
らに対する人々の思いや願いについて
考え，話し合う。

○ ○

【知】沖縄県の自然環境
や文化・歴史の特色，こ
れまで抱えてきた課題に
ついてとらえ、ノートに
まとめている。

【関】これまでの学習を
根拠にして，沖縄県に暮
らす人々の思いや願いに
ついて関心をもって考え
ようとしている。

「暖かい地域」と「寒い地
域」のどちらかを選択(3
時間分）

4

5

第１大単元　わたしたちのくらしと国土(第３小単元　自然条件と人々のくらし　）　１０時間



1

野辺山原の位置や土地の様子につ
いて，地図やグラフ，写真資料など
を活用して調べ，野辺山原の土地
の高さや気候の特色をとらえること
ができるようにする。

高地に広がる野辺山原
○様々な資料を読み取り，野辺山原の
土地の高さや気候との関係，高地の特
色について調べる。
◆野辺山原は標高1200ｍ以上に位置す
る高地で，夏でも涼しい気候であるこ
と。
①野辺山原の自然条件の様子や位置に
ついて，写真や地図，雨温図から読み
取り，気づいたことや疑問に思ったこ
となどを話し合う。
②地形図を読み取り，野辺山原の地形
の様子や，土地の高さと冷涼な気候と
の関係について考える。
③写真や本文を読み取り，野辺山原の
観光などの特色について調べる。

○ ○

【関】野辺山原の土地の
高さや気候に関心をも
ち，そこに住む人々の暮
らしについて意欲的に調
べようとしている。

【技】雨温図や地形図の
等高線などから，野辺山
原の自然条件の特色を的
確に読み取りノートに記
述している。

「高地」と「低地」のどちら
かを選択（3時間分）

1

野辺山原で行われている野菜づくり
や酪農の様子を調べ，野辺山原で
は，高地の自然の特色を生かした
産業が営まれていることをとらえるこ
とができるようにする。

高地の自然を生かした産業
○様々な資料を読み取り，野辺山原の
土地の高さを生かした産業の様子につ
いて調べ，産業と自然条件との関係に
ついて考える。
◆野辺山原では，高地の冷涼な気候を
生かして，レタスや白菜などの高原野
菜づくりや酪農がさかんに行われてい
る。
①写真やグラフなどの資料から，高地
の自然条件のもとでさかんな野菜づく
りを調べる。
②土地利用図や図表などの資料を活用
して，野辺山原の産業の特色やそのな
かで取り組まれてきた工夫について調
べる。
③高地の自然条件を生かした野菜づく
りや酪農について，わかったことや考
えたことを話し合う。

○

【思】野辺山原の自然条
件と産業の特色を関連づ
けて考えノートに表して
いる。

「高地」と「低地」のどちら
かを選択（3時間分）

1

野辺山原の人々が懸命に努力し
て荒れ地を開拓し，現在のよう
な農業のさかんな土地となって
いることを調べ，そこに暮らす
人々の思いや願いについて考え
ることができるようにする。

あれ地と寒さとのたたかいを乗りこえ
て
○野辺山原を開拓してきた人々の工夫
や努力について，昔と今を比較する資
料や年表などをもとに調べ，考えたこ
とを話し合う。
◆野辺山原が現在のような農業生産地
になるためには，人々が長い時間をか
け，冷涼な気候や土地の条件を克服す
る努力を重ねてきたこと。
①野辺山原の開拓が始まった頃の写真
から，気づいたことや疑問点について
話し合う。
②青木さんの話や開拓の年表などを読
み取り，開拓が進められた当時の人々
の工夫や努力について考える。
③グラフや本文などから，野辺山原が
全国有数の高原野菜の産地となるまで
の様子をとらえ，考えたことを話し合
う。
④「まとめる」を参考に，地形や気候
に特色のある地域の様子について，
様々な表現でノートに書き表す。

○

【思】荒れ地だった野辺
山原が，現在のような高
原野菜の産地となるまで
の人々の工夫や努力，そ
こにこめられた思いや願
いについて考え、ノート
に表している。

「高地」と「低地」のどちら
かを選択（3時間分）

2

日本の国土の位置や広がり，自然
の特色に合わせた暮らしの様子に
ついてキャッチフレーズにまとめる
活動を通して，国土の特色について
考えを深めさせる。

(深める)わたしたちの住む国土をしょうか
いしよう
○これまでの学習を振り返りながら，日本の
国土について紹介するキャッチフレーズを
考えて発表し合い，意見を交流する。◆日
本の国土は，その広がりや形，自然条件な
どにおいて，さまざまな特色が見られるこ
と。
①日本の国土の特色を表すものとして，こ
れまでの学習で心に残っている資料を一つ
か二つ選ぶ。
②選んだ資料をもとに，日本の国土につい
て紹介するキャッチフレーズを作成する。
③作成したキャッチフレーズを資料とともに
紹介し合い，意見を述べ合う。

○ ○

【思】選んだ資料の内容
を根拠にしてキャッチフ
レーズを考え，表現して
いる。

【関】日本の国土の位置
や広がり，自然の特色に
合わせた暮らしの様子に
ついて，関心をもって交
流している。

※

北海道の位置や気候の様子，
家のつくりなどについて資料
をもとに調べ，人々が自然環
境に合わせた生活を営んでい
ることをとらえることができ
るようにする。

寒さのきびしい北海道
○様々な資料を読み取り，北海道の気
候の特色や，気候に合わせた暮らしの
工夫について調べる。
◆寒冷な北海道の気候に合わせて，
人々は住まいの工夫を行っているこ
と。雪が多く降る札幌市では，除雪な
どを行い，事故を防ごうとしているこ
と。
①地図から，北海道の位置や広がりを
確認する。
②グラフや写真などの資料を読み取
り，北海道の気候の特色について調べ
る。
③気候の特色に合わせた家のつくりの
工夫，除雪の工夫などについて，写真
やイラストなどを読み取って調べ，気
づいたことや考えたことを発表し合
う。

○

【思】北海道の気候の
特色と人々の暮らしの
工夫を関連づけて考え
ノートに表している。

「暖かい地域」と「寒い地
域」のどちらかを選択(3
時間分）

5



※

北海道で行われている農業や
水産業の様子を調べ，北海道
では，寒冷な気候を生かした
産業が営まれていることをと
らえることができるようにす
る。

寒い気候を生かした産業
○北海道の気候に合わせた農業や水産
業について様々な資料をもとに調べ，
まとめる。◆北海道では寒冷な気候を
生かした酪農やてんさい，じゃがいも
などの畑作，海流の影響を生かしたほ
たて養殖などの水産業がさかんである
こと。①写真やグラフなどの資料か
ら，北海道の農業の特色を調べる。
②写真や漁師の話などの資料から，北
海道の水産業の特色を調べる。
③北海道の農業や水産業と，気候や海
流との関わりについて話し合い，ノー
トにまとめる。

○

【技】グラフや写真資
料を効果的に活用し，
北海道の農業や水産業
の特色について的確に
とらえ、ノートなどに
記述している。

「暖かい地域」と「寒い地
域」のどちらかを選択(3
時間分）

※

様々な資料を読み取ることを通
して，北海道の自然環境や文
化・歴史の特色，抱えてきた課
題についてとらえ，そのなかで
暮らす人々の思いや願いについ
て考えることができるようにす
る。

豊かな大自然を求めて
○北海道の自然環境や文化・歴史の特
色，現在抱えている課題などについて
写真や地図などの資料をもとに調べ，
考えたことを話し合う。
◆北海道には，他の地域では見られな
い豊かな自然環境や，気候と結びつい
た文化があると同時に，歴史の面から
抱える課題があること。
①写真資料や地図などの資料から，北
海道の自然環境や気候と結びついた文
化の特色について調べる。
②写真や文章資料などを読み取り，歴
史の面から北海道が抱えている課題に
ついて調べる。
③北海道の自然環境や文化の特色，現
在抱えている問題と，それらに対する
人々の思いや願いについて考え，話し
合う。

○ ○

【知】北海道の自然環境
や文化・歴史の特色，こ
れまで抱えてきた課題に
ついてとらえノートにま
とめている。

【関】これまでの学習を
根拠にして，北海道に暮
らす人々の思いや願いに
ついて関心をもって考え
ようとしている。

「暖かい地域」と「寒い地
域」のどちらかを選択(3
時間分）

※

白根郷の位置や土地の様子につ
いて，地図や写真などの資料を
活用して調べ，白根郷の土地の
低さや地域の特色をとらえるこ
とができるようにする。

低地に広がる白根郷
○様々な資料を読み取り，白根郷の土
地の低さや低地のまちの特色について
調べる。
◆白根郷は，信濃川と中ノ口川に囲ま
れた，海抜０ｍ以下の土地もある低地
であること。
①白根郷の土地の様子や位置につい
て，写真や地図から読み取り，気づい
たことや疑問に思ったことなどを話し
合う。
②白根郷の地形図について，０ｍ以下
の土地に色をぬるなどして読み取り，
気づいたことを話し合う。
③イラストや写真などの資料を読み取
り，白根郷のまちの特色について調べ
る。

○ ○

【関】白根郷の土地の低
さに関心をもち，そこに
住む人々の暮らしについ
て意欲的に調べようとし
ている。

【技】地形図の等高線や
イラストなどから，白根
郷の土地の低さを的確に
読み取りノートに記述し
ている。

「高地」と「低地」のどちら
かを選択（3時間分）

※

白根郷で行われている果物づく
りや土地利用の様子を調べ，白
根郷では，低地の自然の特色を
生かした産業が営まれているこ
とをとらえることができるよう
にする。

低地の自然を生かした産業
○様々な資料を読み取り，白根郷の土
地の低さを生かした農業の様子につい
て調べ，産業と自然条件との関係につ
いて考える。◆白根郷では，低地の豊
かな水や土を生かして，稲作や果樹栽
培などの農業がさかんに行われてい
る。
①写真資料や土地利用図から，低地の
自然条件のもとでさかんな農業を調べ
る。
②農家の話やイラストなどの資料を活
用して，白根郷の果樹栽培の工夫につ
いて調べる。
③イラストや文章資料から，水害に備
えた水田の工夫について調べ，考えた
ことを話し合う。

○

【思】白根郷の自然条件
と産業の特色とを関連づ
けて考えノートなどに表
している。

「高地」と「低地」のどちら
かを選択（3時間分）

※

白根郷の人々が懸命に努力して
低湿地を改良し，現在のような
農業のさかんな土地となってい
ることを調べ，そこに暮らす
人々の思いや願いについて考え
ることができるようにする。

水害とのたたかいを乗りこえて
○信濃川下流域で暮らす人々の土地改
良の努力や建物の工夫について，昔の
様子がわかる資料も活用して調べ，考
えたことを話し合う。
◆白根郷が現在のような農業のさかん
な地域になるためには，人々が長い時
間をかけ，土地の条件や水害を克服す
る努力を重ねてきたこと。
①信濃川下流域の昔の稲刈りの写真か
ら，気づいたことや疑問点について話
し合う。
②長崎さんの話や大河津分水路の写真
や地図などをもとに，土地の改良が進
められた当時の人々の工夫や努力につ
いて考える。
③写真や本文資料などから，水害から
暮らしを守るために人々が取り組んで
きた工夫をとらえ，考えたことを話し
合う。

○ ○

【技】写真，地図，文章
資料などを効果的に活用
し，白根郷の土地改良の
歴史についてとらえ、
ノートに記述している。

【思】低湿地だった白根
郷が，現在のような農業
のさかんな地域となるま
での人々の工夫や努力，
そこにこめられた思いや
願いについて考え、ノー
トに表している。

「高地」と「低地」のどちら
かを選択（3時間分）
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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

3

○自分たちが普段食べている食材
の産地や，主な食料生産物の産地
を調べることを通して，日本各地で
食料生産が行われていることをとら
えさせ，日本の食料生産について興
味や関心をもち，これから調べてい
こうとする意欲をもたせる。

オリエンテーション
○給食や普段食べている食料がどこから来
ているかについて調べる計画を立て，調べ
てきたことを地図にまとめる。その地図と食
料生産物の主な産地の資料とを比較しなが
ら，気づいたことを発表し合い，食料生産の
分布にどのような特徴があるか話し合う。
◆普段食べる食料は，日本各地で行われ
ている農業，水産業，畜産業によって生産さ
れていること。また，それらの食料生産と気
候などの自然条件との関連や，日本全体の
土地利用の様子など。
①食材が入っていた箱や袋，献立表などを
もとに，今日の給食の食材や，その材料が
どこから来ているかを調べる。
②「学びのてびき」を読み，普段食べている
食料がどこから来ているかを調べる計画を
立てる。
③普段食べている食料の産地について，各
自調べてきたことを，グループごとに「産地
マップ」にまとめる。
④完成した産地マップを見たり，教科書の
資料と比べたりして，気がついたことを発表
し合う。
⑤日本各地の食料生産がどのように行わ
れているかを予想し，これから学んでいこう
とする内容を話し合う。

○ ○

【関】自分たちが普段食
べている食料の産地につ
いて意欲的に調べ，食料
生産がどのように行われ
ているのか，興味をもっ
てこれから調べようとし
ている。

【思】食料生産物の産地
の分布について，気がつ
いたことや疑問に思った
ことを考え，ノートなど
に表現している。

1

米袋や都道府県別の米の生産量
の資料をもとに，米づくりのさ
かんな地域はどこかをとらえ，
その地域の米づくりについて調
べたいことを話し合い，学習の
見通しをもつことができるよう
にする。

米づくりはどこで？
○日本の米の生産がさかんな地域はどこ
か，資料を読み取って調べ，その地域での
米づくりについて調べたいことを話し合い，
学習問題を立てる
◆日本の各地で米づくりが行われており，
なかでも北海道や東北地方，新潟県などで
米の生産量が多いこと。
①農家の今井さんと米袋の写真を見て，気
がついたことを発表し合う。
②気候などの自然条件と関連づけながら，
米の生産量が多い都道府県の位置を地図
資料から読み取って調べる。
③新潟県南魚沼市の米づくりについて，知
りたいことや調べたいことについて話し合
い，学習問題をつくる。

○ ○

【関】自分たちが食べて
いる米は，どこでどのよ
うにして生産されている
のか，関心をもって調べ
ようとしている。

【思】米づくりのさかん
な地域の特色，農家の工
夫や努力について調べる
学習問題を考え，ノート
などに表現している。

1

写真や地図，雨温図などの資料
から，南魚沼市の自然条件や土
地利用の特色について調べ，南
魚沼市の米づくりが気候や土地
の特徴を生かして行われている
ことをとらえられるようにす
る。

南魚沼市ってどんなところ
○空中写真や雨温図，土地利用図など
をもとに，南魚沼市の土地や気候の特
色について調べ，米づくりとの関係を
とらえる。
◆南魚沼市は冬に雪の多い日本海側の
気候であり，その気候を生かして米づ
くりを行っていること。また，中山間
地で行われる米づくりであること。
①空中写真や雨温図などをもとに，南
魚沼市はどのような地形や気候なのか
を調べ，自分たちの住んでいる地域と
の違いを考える。
②南魚沼市の土地利用の様子を地図資
料から読み取り，気づいたことを話し
合う。
③南魚沼市の自然条件と米づくりとの
関係について，ノートにまとめる。

○

【技】中山間地であるこ
とや日本海側の気候であ
ることなど，南魚沼市の
自然条件の特色につい
て，空中写真や雨温図，
土地利用図などの資料か
ら読み取り、ノートに記
述している。

1

米づくりの1年間の仕事の様子に
ついて調べ，収穫までに様々な
作業を行う必要があることをと
らえられるようにする。

今井さんの米づくり
○今井さんの1年間の米づくりの仕事の
様子について，具体的な資料をもとに
調べる。
◆今井さんは多くの水田を管理し，た
くさんの米を収穫していること。ま
た，春から秋の長い期間をかけて，
様々な仕事を通して米はつくられてい
ること。①今井さんの米づくりについ
て，水田の規模や収穫量などをつか
む。
②１年間の米づくりの仕事の様子につ
いて，自分たちが植物を育てた経験を
もとに予想する。
③米づくりの1年間の仕事の流れについ
て，写真や今井さんの話を読み取って
調べる。

○

【知】米が収穫されるま
でには，春から秋にかけ
て，様々な仕事があるこ
とを理解しノートにまと
めている。

6

単
元
目
標

○農業や水産業がさかんな地域の様子を具体的に調べ，食料生産に携わる人々の生産を高めるための工夫や努力を理解するとともに，生産や輸送に関する費用や価格，自給率など
にも目を向け，日本の農業・水産業の現状と課題をとらえさせる。
○食料生産に関する写真や地図，統計などの資料を収集したり，適切なものを選択・活用したりして，国民生活を支える食料生産の意味や，食料生産が自然環境と深い関わりがあるこ
となどを多面的に考えさせたり，表現させたりする。



1

今井さんの一日の仕事の様子
について調べ，安全や環境に
配慮した米づくりの工夫や努
力に気づくことができるよう
にする。

おいしい米をつくるために
○今井さんの一日の仕事のスケジュー
ルや米づくりの工夫について資料をも
とに調べ，農家の工夫や努力について
話し合い，まとめる。
◆安全で良質な米づくりのために，た
くさんの水田を一つ一つまわって水の
管理をしていることや，昔から受け継
がれてきた知識を生かした工夫，農薬
や化学肥料に頼らない工夫などをして
いること。
①田植えの後から収穫までの期間，今
井さんがどのような一日を過ごしてい
るか予想し，スケジュール表から読み
取る。
②今井さんの話や写真資料などから，
水の管理や農薬・肥料の扱いに関する
工夫を読み取る。
③今井さんが仕事をするなかで，気を
つけていることや，その理由などを考
えて話し合い，まとめる。

○

【思】環境への影響に配
慮した米づくりや，昔な
がらの知識を生かした米
づくりの様子を読み取
り，米づくりに携わる人
がどのような思いをもっ
ているかについて考え，
ノートに表している。

2

短い労働時間で多くの収穫を得
るために行われてきた取り組み
について調べ，米づくりに携わ
る人々の工夫や努力をとらえる
ことができるようにする。

変わってきた米づくり
○昔と比べて短い労働時間で多くの収
穫が得られるようになってきたことを
グラフから読み取り，その理由を予想
したうえで調べ，わかったことを話し
合い，まとめる
◆機械化，耕地整理，品種改良などの
工夫や努力が行われてきたことで，米
づくりが短い労働時間で多くの収穫が
得られるようになってきたこと。
①10a当たりの米の生産量と労働時間の
変化をグラフから読み取り，気がつい
たことを発表し合う。
②時間をかけずに多くの米を収穫でき
るようになった理由を予想する。
③予想した理由について，テーマごと
にグループに分かれて調べる。
④調べたことを発表し合い，時間をか
けずに多くの米を収穫できるように
なった理由について，ノートにまとめ
る。

○ ○

【思】短い労働時間で多
くの米を生産できるよう
になった理由について根
拠をもって予想し，ノー
トなどに表現している。

【技】短い労働時間で多
くの米を生産するため
に，米づくりに携わる
人々がこれまで様々な工
夫や努力をしてきたこと
を，資料から的確に読み
取りノートに記述してい
る。

1

米の消費量の減少，農業従事者
の減少，国産と外国産の価格競
争といった日本の米づくりの課
題について調べ，日本の米づく
り農家の抱える課題についてと
らえることができるようにす
る。

今井さんの心配
○米の生産量と消費量の変化をグラフ
から読み取るとともに，日本の米づく
りの現状について具体的な資料から調
べ，日本の米づくりが抱える課題につ
いて考える。◆日本の米づくりが抱え
る課題として，米の消費量の減少，農
業従事者の減少，外国産との価格競争
などがあること。①米の生産量と消費
量がどのように変化してきたかグラフ
から読み取る。
②今井さんの話やグラフなどの資料を
もとに，農家の人が心配していること
について考え，話し合う。
③国産の米と外国産の米の価格がどれ
ぐらいちがうのか，写真とグラフから
調べ，外国産の米が輸入されたらどの
ような影響があるかを考える。

○

【知】写真やグラフなど
の資料から事実を正確に
読み取り，日本の米づく
りにはどのような課題が
あるのかをとらえ、ノー
トにまとめている。

1

米づくりの様々な課題を解決す
るための取り組みについて調
べ，これからも生産を続けてい
こうとする農家の人たちの工夫
や努力，思いについてとらえる
ことができるようにする。

これからの米づくり
○様々な資料から，米づくりに携わる
人たちの工夫や努力について読み取
り，そこに込められた思いについて話
し合う。
◆米づくりに携わる人たちは，安全性
や環境に配慮した米づくり，産地直
送，生産組合や会社化による費用の削
減などに取り組み，生産を続けようと
していること。
①農業体験の写真から，農家の人たち
がなぜこうした取り組みをしているか
を予想する。
②今井さんの話や産地直送の図などの
資料を読み取り，農家の人たちの，米
づくりを続けるための様々な取り組み
について調べる。
③それぞれの取り組みに込められた農
家の人たちの思いについて考え，話し

○

【思】安全性や環境に配
慮した米づくり，産地直
送，生産組合や会社化に
よる費用の削減などの取
り組みについて調べたこ
とをもとに，米づくりに
携わる人たちが課題を乗
り越え生産を続けていく
ために，様々な工夫や努
力をしていることを考
え，ノートなどに表現し
ている。

1

これまで学んできた米づくりの
様子や今井さんの話から，水田
が地域に果たす役割をとらえる
とともに，米づくり農家の思い
や願いについて考えることがで
きるようにする。

米づくりにこめられた思い
○これまでの学習を振り返りながら，
今井さんの話をもとに米づくりや水田
が果たす役割についてとらえ，米づく
り農家の思いや願いについて考える。
◆農家の人たちは，米づくりが地域の
伝統や国土を守ることにもつながると
いう考えももちながら，米づくりに取
り組んでいること。
①これまで学んできた米づくりの様子
を振り返り，今井さんが米づくりのな
かで大切にしていることは何か考え，
発表し合う。
②今井さんの話を読み取り，米づくり
や水田が果たす役割をつかむ。
③今井さんがどのような思いや願いを
もって米づくりをしているか，話し
合って考える。
④「まとめる」を参考に，米づくりに
励む人々が進める工夫や努力，そこに
込められた思いについて，自分の考え
をノートに書く。

○

【思】米づくりの生産の
様子や水田の果たす役割
などをもとに，農家の人
たちの思いや願いについ
て考え，ノートなどに表
している。

【思】米づくりに携わる
人たちの様々な課題と，
それに対応した取り組み
について，調べたことを
もとに考え，ノートなど
に表現している。

6

7



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

自分たちの食べている水産物の
名前や産地を調べ，日本の水産
業について興味や関心をもち，
調べようとする意欲をもつこと
ができるようにする。

魚はどこでとれるのか
○身近な水産物の産地を調べるととも
に，主な海流と水揚げが多い漁港との
関係などについて考えることを通し
て，学習問題をつくる。
◆普段食べている水産物は日本の様々
な地域から届けられており，水揚げの
量や種類は海流などの自然条件と関係
があること。①普段食べている水産物
を発表し合う。
②発表で出た水産物の産地を，値札や
パックなどをもとに調べ，白地図など
にまとめる。
③資料を読み取り，主な漁港の位置
や，海流と水揚げが多い漁港との関係
について話し合い，学習問題をつく
る。

○ ○

【関】自分が食べている
水産物が，どこでどのよ
うにしてとられているの
か，関心をもって調べよ
うとしている。

【思】水産業に携わる
人々の工夫や努力につい
て調べる学習問題を考
え，ノートに表してい
る。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

1

さんまをとる中陳さんの仕事の
様子から，水産業について調べ
ていきたいことを話し合い，
様々な工夫をしながらさんま漁
を進めていることを調べてとら
えられるようにする。

中陳さんのさんま漁
○中陳さんのさんま漁について，イラ
ストの読み取りをもとに調べることを
決めたあと，様々な資料をもとに，漁
の工夫について具体的に調べる。
◆さんま漁の漁師は，経験を生かしな
がら集魚灯，ソナーなどを活用して魚
を効率的にとるとともに，鮮度を保つ
ための工夫をしていること。
①中陳さんがどのようにしてさんまを
とっているのか，イラストを見て気づ
いたことを話し合う。
②さんまをとる中陳さんの仕事につい
て，調べたいことを話し合い，ノート
に書く。
③中陳さんの話や写真資料などをもと
にしながら，さんま漁の工夫を調べ，
ノートにまとめる。

○

【思】中陳さんの漁の様
子から疑問に思ったこと
や調べたいことを考え，
さんま漁の工夫や新鮮に
運ぶための工夫について
調べたことをノートに表
している。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

1

根室港の様子や出荷に向けての
仕事を調べ，さんまの出荷に携
わる人々の工夫や努力，出荷に
かかる費用と値段の関係につい
て，とらえることができるよう
にする。

水産業の基地をたずねて
○写真や働く人の話を通して，根室港
に水揚げされたさんまのゆくえについ
て調べ，加工工場で働く人たちの工夫
や努力，値段の決まり方やかかる費用
などについて話し合う。◆水産物が水
揚げされてから出荷されるまでには
様々な仕事があり，鮮度や安全性を保
つ工夫をしていること。また，水産物
の質や水揚げ量によって値段が決めら
れ，仕事にかかる様々な費用があてら
れていること。
①写真やグラフをもとに，水産業がさ
かんな根室の港や地域の様子を調べ
る。
②港での作業の写真を読み取り，水揚
げされたさんまのゆくえを調べる。
③出荷に向けた作業の中で，どのよう
な費用がかかっているか考え，話し合
う。
④加工工場の人の話を読み取り，そこ
で働く人たちの工夫や努力について話
し合う。

○

【知】水揚げしたさんま
を新鮮なまま出荷するた
めに様々な仕事の工夫や
努力があることや，それ
らの作業には費用がかか
ること，さんまの値段の
決まり方について理解し
ノートにまとめている。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

1

さんまが港から自分たちのもと
に届くまでの様子を調べ，産地
と消費地を結ぶ流通・輸送のは
たらきについてとらえることが
できるようにする。

さんまのゆくえ
○さんまが産地から消費地までどのよ
うに運ばれるのかを様々な資料をもと
に調べ，運送会社の人たちの工夫や努
力，輸送手段やかかる費用の違いにつ
いて考える。
◆産地から消費地までには様々な仕事
があり，鮮度を保つために輸送のしか
たを工夫していること。
①水揚げされたさんまが産地から消費
地までどのように運ばれるのか，写真
や表を読み取って調べる。
②運送会社の人がどのような工夫や努
力をしているか，話をもとに考える。
③様々なさんまの輸送手段について資
料をもとに調べ，それぞれの長所や短
所について，速さや費用の面から考え
る。

○

【技】さんまが消費地に
届くまでには様々な仕事
や輸送のしかたがあり，
それぞれの輸送手段の利
点を生かして，水産物が
運ばれていることを資料
から読み取りノートに記
述している。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

1

北方領土と漁場の制限，水産資
源の減少などについて調べ，漁
業に携わる人たちの願いについ
て考えることができるようにす
る。

世界の中の日本の漁業
○根室の漁業と北方領土の関係や，日
本の漁業の現状について様々な資料を
読み取って調べ，漁業に携わる人たち
の願いについて考える。
◆漁場の制限や水産資源の減少によっ
て，日本の漁業の生産量は減ってきて
いること。
①中陳さんの話などを読み取り，根室
の漁業と北方領土との関係について調
べる。
②地図やグラフなどを読み取り，日本
の漁業の現状について調べる。
③中陳さんの話をもとに，漁業に携わ
る人たちの願いについて考え，話し合
う。

○

【思】中陳さんの話など
をもとに，漁業が抱えて
いる課題について調べた
ことをもとに，漁業に携
わる人たちの願いについ
て考え，ノートに表して
いる。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

7

第２大単元　食料生産を支える人々　（第２小単元　水産業のさかんな地域）　７時間



1

自然環境を生かしたかんぱち養
殖について調べ，質がよく安心
な魚を安定して育てる養殖業の
工夫や努力に気づくことができ
るようにする。

育てる漁業にはげむ人々
○かんぱち養殖の仕事やえさやりの工
夫について資料を通して調べ，養殖業
に携わる人たちの願いについて話し合
う。
◆養殖業は自然環境を生かしながら，
えさやりなどを工夫することで，安定
して魚を育てることができるようにし
ていること。
①鹿児島県垂水市の位置や自然条件に
ついて調べる。
②かんぱち養殖の仕事やえさやりの工
夫について，写真などの資料をもとに
調べる。
③平野さんの話から，養殖業に携わる
人たちが心がけていることについて考
え，話し合う。

○

【知】様々な資料から読
み取ったことをもとに，
安心な魚を安定して育て
るための養殖業の工夫に
ついてとらえ、ノートに
まとめている。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

1

安定した漁業生産を目指した稚
魚育成や栽培漁業の取り組みに
ついて調べ，今後の水産業のあ
り方について考えることができ
るようにする。

水産資源を守る人々
○かんぱち稚魚の育成や栽培漁業の取
り組みを調べ，水産資源を守る工夫や
願いを考えるとともに，これからの水
産業について話し合う。
◆安定した漁業生産のために，自然環
境を守りながら様々な取り組みがなさ
れていること。
①かんぱちの稚魚を育てて出荷する仕
事について，写真などの資料をもとに
調べる。
②外薗さんの話をもとに，安定して魚
を育てる理由や外薗さんの願いについ
て考える。
③水産資源を守る他の取り組みについ
て調べ，これからの水産業について話
し合う。
④「まとめる」を参考に，安全でおい
しい水産物をとどける水産業を続ける
ために必要なことについて考え，ノー
トに書く。

○

【思】安定して水産資源
を確保していくための
様々な取り組みについて
調べたことをもとに，こ
れからの水産業のあり方
について考え，ノートに
表している。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

※

野菜の産地と自然環境を生かし
た野菜づくりの様子について調
べ，農家の工夫や努力，思いを
とらえることができるようにす
る。

・野菜づくりのさかんな地域
○自然環境を生かした野菜づくりにつ
いて調べ，農家の工夫や努力，思いに
ついて話し合う。
◆様々な農産物は自然環境を生かし
て，出荷の時期などを工夫しながら生
産・出荷されていること。
①徳島県藍住町周辺の気候について調
べ，自分の住んでいる地域との比較を
通して，その特徴を調べる。
②カレンダーや農家の人の話などの資
料から，野菜づくりについて気づいた
ことを話し合う。
③自然環境を生かした農業について，
他の農産物についても調べる。
④調べたことをもとに，考えをまとめ
る。

○ ○

【技】農産物の産地につ
いて，地形や気候などの
自然環境を地図や雨温図
などから適切に読み取り
ノートに記述している。

【思】野菜づくりの工夫
や努力，農家の思いにつ
いて，調べたことをもと
に考え，ノートに表して
いる。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

※

野菜の産地と自然環境を生かし
た野菜づくりの様子について調
べ，農家の工夫や努力，思いを
とらえることができるようにす
る。

・岩手町のキャベツづくり
○自然環境を生かした野菜づくりにつ
いて調べ，農家の工夫や努力，思いに
ついて話し合う。
◆様々な農産物は自然環境を生かし
て，出荷の時期などを工夫しながら生
産・出荷されていること。
①岩手県岩手町周辺の気候について調
べ，自分の住んでいる地域との比較を
通して，その特徴を調べる。
②カレンダーや農家の人の話などの資
料から，キャベツづくりについて気づ
いたことを話し合う。
③岩手町の様々な取り組みが，なんの
ために行われているのかを考える。
④調べたことをもとに，考えをまとめ
る。

○ ○

【技】農産物の産地につ
いて，地形や気候などの
自然環境を地図や雨温図
などから適切に読み取り
ノートに記述している。

【思】野菜づくりの工夫
や努力，農家の思いにつ
いて，調べたことをもと
に考え，ノートに表して
いる。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

※

果物の産地と自然環境を生かし
た果物づくりの様子について調
べ，農家の工夫や努力，思いを
とらえることができるようにす
る。

・果物づくりのさかんな地域
○自然環境を生かした果物づくりにつ
いて調べ，農家の工夫や努力，思いに
ついて話し合う。
◆様々な農産物は自然環境を生かし
て，出荷の時期などを工夫しながら生
産・出荷されていること。
①山梨県甲州市の気候について調べ，
自分の住んでいる地域との比較を通し
て，その特徴を調べる。
②カレンダーや農家の人の話などの資
料から，ぶどうづくりについて気づい
たことを話し合う。
③調べたことをもとに，考えをまとめ
る。

○ ○

【技】農産物の産地につ
いて，地形や気候などの
自然環境を地図や雨温図
などから適切に読み取り
ノートに記述している。

【思】果物づくりの工夫
や努力，農家の思いにつ
いて，調べたことをもと
に考え，ノートに表して
いる。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

※

肉牛の産地と自然環境を生かし
た畜産の様子について調べ，農
家の工夫や努力，思いをとらえ
ることができるようにする。

・肉牛飼育のさかんな地域
○自然環境を生かした肉牛飼育につい
て調べ，農家の工夫や努力，思いにつ
いて話し合う。
◆様々な農産物は自然環境を生かし
て，放牧のしかたなどを工夫しながら
生産・出荷されていること。
①熊本県阿蘇地方の気候について調
べ，自分の住んでいる地域との比較を
通して，その特徴を調べる。
②農家の人の話などの資料から，肉牛
飼育について気づいたことを話し合
う。
③調べたことをもとに，考えをまとめ
る。

○ ○

【技】農産物の産地につ
いて，地形や気候などの
自然環境を地図や雨温図
などから適切に読み取り
ノートに記述している。

【思】肉牛飼育の工夫や
努力，農家の思いについ
て，調べたことをもとに
考え，ノートに表してい
る。

「水産業のさかんな地
域」か「野菜・果物・畜産
の各内容」のいずれかを
選択（7時間分）

7



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

身近な食料の自給率や食料の輸
入が増えた理由などを調べ，こ
れからの食料生産をどのように
進めればよいかについて関心を
もって考えることができるよう
にする。

輸入される食料
○身近な食べ物の自給率をグラフから
調べたり，食料の輸入が増えた理由を
資料から読み取ったりしながら，食料
自給率の低さについて考え，学習問題
を立てる。
◆身近な食料の中には，外国からの輸
入に頼っているものも多く，自分たち
の現在の食生活は国内産だけでなく外
国産の食料によっても支えられている
こと。
①自分たちの食生活において，輸入さ
れた食料はどれくらいあるのかを様々
なグラフから調べる。
②食料の輸入が増えた理由について，
様々な資料を読み取って考える。
③外国産の食料が全く入ってこなく
なったらどのような生活になるかを考
え，学習問題を立てる。

○ ○

【関】もし外国産の食料
が入ってこなくなったら
どうなるか想像し，これ
からの食料生産のあり方
について関心をもって考
えようとしている。

【思】食料の輸入が増え
てきたことを踏まえ，食
料生産に与える影響や，
食料の安定確保について
調べる学習問題を考え，
ノートなどに表してい
る。

２時間目と併せて指導

1

豊かな食生活の背景にある食料
輸入の影響について，様々な資
料をもとに調べ，その課題につ
いてとらえることができるよう
にする。

豊かな食生活のうらで
○食料の輸入が増えることにはどのよ
うな影響があるのか，グラフや写真を
読み取って調べ，まとめる。
◆食生活の変化とともに食料の輸入も
増えたこと，食料の輸入の増加が国土
や世界の環境に与える影響や，安全性
や輸入が止まったときのリスクなどの
様々な課題があること。
①食料消費量や耕地面積の変化のグラ
フを読み取り，食料の輸入が増えたこ
ととの関係について考える。
②食料を輸入することに伴う課題につ
いて，農家の人の話や写真資料などを
もとに調べる。
③食料の輸入が増えることで気をつけ
なければいけないことについて，調べ
たことをもとにまとめる。

○ ○

【技】食料の輸入が増え
ることの影響や課題につ
いて，グラフや写真など
の様々な資料から的確に
読み取りノートに記述し
ている。

【知】国内の食料生産に
与える影響，安全性や環
境への配慮，輸入が止
まったときのリスクな
ど，食料の輸入に伴う
様々な課題をとらえ、
ノートにまとめている。

1

食料生産に携わる人々の新たな
工夫や努力，地産地消の取り組
みなどについて調べ，これから
も日本で食料生産を続け，食料
を安定して確保するためにどう
すればよいか，考えることがで
きるようにする。

食料を安定して確保するために
○これまで学習してきたことや資料を
もとに，食料生産に携わる人々の工夫
や努力，身近な食生活について話し合
い，食料の安定確保のために大切なこ
とと心配なことについて，自分の考え
をまとめる。
◆食料の安定確保のためには，食料生
産を続けるための様々な工夫や努力，
地産地消の取り組みなどを通じた食生
活の見直しなどが大切であること。
①これまでの学習を振り返り，食料生
産に携わる人々が生産を続けるために
どのような工夫や努力をしてきたのか
を話し合う。
②食料生産に携わる人々の生産を続け
るための工夫や努力について，写真や
グラフを読み取って調べる。
③「地産地消」の考え方をとらえ，自
分たちの身近な食生活について話し合
う。
④「まとめる」を参考に，食料の安定
確保について，自分の考えをまとめ
る。

○ ○

【関】安定して食料を確
保していくための様々な
取り組みについて意欲的
に調べ，これからの食料
生産や食生活のあり方に
ついて調べようとしてい
る。

【思】安定して食料を確
保していくうえで不安な
点や大切な点について，
調べたことをもとに考
え，ノートに表してい
る。

8 3

○これまでの学習を振り返りなが
ら，自分たちの今後の食生活につい
ての考えを根拠となる事実とともに
新聞にまとめ，お互いに意見を交流
し合うことを通して，考えを深めさせ
る。

・わたしたちの食生活について考えよう
○これまでの学習を振り返り，大切だと思っ
たことを一文にまとめ，根拠となる事実を選
び，新聞をつくる。新聞の内容を交流し合
い，感じたことや考えたこと，新たに気づい
たことをノートにまとめる。
◆日本の食料生産と自分たちの食生活の
あり方はつながっており，日頃の食生活に
おいてもそのような意識をもつことが大切で
あること。
①食料生産を支える人々の学習を振り返り
ながら，自分たちの食生活を見直すうえで
大切だと思ったことを一文にまとめる。
②自分の考えの根拠となる事実を，これま
で学習してきたことから選び，新聞にまとめ
る。
③少人数のグループ内で，それぞれの新聞
の内容を発表し合い，質問したり意見を交
流したりする。
④話し合いを終えて感じたことや考えたこ
と，新たに気づいたことをノートにまとめる。

○ ○

【技】読み手のことを考
えて，グラフや写真など
の資料を活用したわかり
やすい新聞紙面の表現を
している。

【思】根拠となるような
事実を選び出し自分の考
えをまとめ，友達との交
流を通して，自分の考え
が深まったり，新たに気
づいたりしたことなどを
記事などに表現してい
る。

国語科の：：：と合わ
せて指導
社会から省略

25

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

第２大単元　食料生産を支える人々　（第３小単元　これからの食糧生産）　６時間

単元名 第3大単元　工業生産を支える人々（第1小単元　自動車づくりにはげむ人々）13時間

単
元
目
標

○工業がさかんな地域の様子を具体的に調べ，工業生産に携わる人々が生産を高める工夫や努力をしていることや，日本の工業の特色や課題などをとらえさせる。
○工業生産に関する文章や写真からの情報，地図や地球儀，統計などの資料を収集・選択し，様々な製品をつくり国民生活を支える工業生産の役割について，貿易・運輸のはたらきな
どと関連させながら考えを深めさせる。



1

○身のまわりの工業製品に興味・関
心を持ち，自動車をはじめとする工
業製品がくらしに欠かせないものだ
ということをとらえるとともに，自動車
づくりについて調べてみようとする意
欲をもたせる。

オリエンテーション
○身のまわりにある工業製品や自動車を
持っている家庭の割合が多いことを調べ，
自動車がどのように生産されているのかを
予想し，これから学んでいこうとする内容を
話し合う。
◆わたしたちの身のまわりには，自動車や
電化製品など多くの工業製品があり，それ
らによって暮らしが支えられていること。
①「食料生産を支える人々」の学習で出てき
た機械や船，自動車などの写真を見て，食
料生産に携わる人々がどんな工業製品を
使って仕事をしていたのかを話し合う。
②自分たちの身のまわりにある工業製品を
調べる。
③自動車を持っている家庭の割合が多いこ
とを調べ，自動車がどのように生産されてい
るのかを予想し，これから学んでいこうとす
る内容を話し合う。

○

【関】自分たちのくらしには工
業製品が欠かせないもので
あること，自動車が利用者の
多い工業製品であることを手
がかりに，自動車の生産が
どのように行われているかを
予想し，意欲的に調べようと
している。

1

自動車のデザインや設計の様子
を調べ，自動車づくりの第一歩
をとらえるとともに，その後の
生産の様子について興味をもつ
ことができるようにする。

新しい自動車を生み出す人々
○自動車づくりの第一歩であるデザイン・設
計の仕事に関する資料を読み取り，わかっ
たことをまとめたうえで，学習問題をつくる。
◆お客さんの願いに応えるようなデザイン
や設計を考えるところから，新しい自動車づ
くりは始まっていること。
①モーターショーの写真を見ながら，どんな
行事なのか，人々はどんなことを期待して
集まっているのかなど考え，話し合う。
②デザイン・設計に携わる人々の話や写真
を読み取り，どんなことに気をつけて仕事を
しているか，わかったことをノートにまとめ
る。
③デザイン・設計が決まった後の自動車づく
りについて話し合い，学習問題をつくる。

○ ○

【関】新しい自動車を生み出
すデザイン・設計の仕事につ
いて意欲的に調べ，その後
の自動車づくりについても興
味をもって調べようとしてい
る。

【思】自動車のデザイン・設計
に携わる人々について調べ
たことをもとに，その後の自
動車づくりの様子やそれに携
わる人々の工夫や努力につ
いて調べる学習問題を考え，
ノートに表している。

1

自動車づくりに関する資料をも
とに，自動車の生産や働く人々
の様子について調べる計画を立
て，自動車工場の見学のめあて
をもつことができるようにす
る。

自動車づくりの「？」をさがそう
○手元に用意できる資料で自動車がで
きるまでの様子を調べ，さらにくわし
く調べたいことや，自動車工場を見学
する計画について話し合う。
◆デザインや設計が決まった自動車
は，工場で大量に生産・出荷されるこ
と，工場では人とロボットが作業して
いること。①自動車工場のパンフレッ
トやインターネット上の自動車づくり
の写真などを見て，気がついたことや
疑問に思ったことを発表し合う。
②さらに調べたいことを話し合って整
理し，自動車工場を見学するための計
画を立てる。
③自分が特に調べたいことやその予想
をノートに書き入れる。

○

【思】自動車づくりの不
明な点や疑問点を洗い出
して整理し，自動車づく
りの作業について問いを
もち，予想したり調べる
計画を考えたりして，そ
れらを適切にノートなど
に表している。

1

自動車工場の見学活動や，写
真や地図を読み取る活動か
ら，工場施設の配置の工夫に
気づくとともに，工場の立地
条件について考えることがで
きるようにする。

自動車工場のひみつ
○自動車工場の見学や資料の読み取り
を通して，自動車工場がどんな場所に
建てられているかを調べ，立地条件な
どについて考えをまとめる。
◆自動車工場は，製品を船で運びやす
い，労働力を得やすい，広い土地があ
るなど，様々な条件が整っている場所
に建てられていること。
①自動車工場の全景写真や地図をもと
に，工場のある場所や広さについて調
べる。
②自動車工場の配置図を見て，それぞ
れの建物の配置の特色や工夫を調べ
る。
③その場所に自動車工場が建てられた

○ ○

【技】工場全体の様子に
ついて，写真や地図など
を互いに照らし合わせる
などして，具体的に読み
取りノートに記述してい
る。

【思】教科書や地図帳か
ら読み取った工場の場所
や様子を手掛かりに，自
動車工場の立地条件にふ
さわしい点を考え，ノー
トなどに表している。

3

自動車工場を見学して，自動車
ができるまでの工程や働く人た
ちの作業の様子を調べ，生産に
こめられた工夫や努力，思いな
どをとらえることができるよう
にする。

むだのない自動車づくり
○自動車ができるまでの工程や働く人
たちの工夫や努力について見学を通し
て調べ，自動車づくりが効率的に進め
られている様子について考え，新たな
問いをもつ。
◆自動車づくりの工程はラインに沿っ
て進められており，人と人あるいは人
とロボットとの分業によって，効率的
に進められていること。
①工場の中を見学して，自動車ができ
るまでの各工程で，ロボットや人がど
んな作業をしているかを調べ，メモを
取る。
②車体を溶接する作業について調べた
ことをもとに，ロボットが導入された
わけを考える。
③組み立てラインで部品を取り付ける
作業について調べたことをもとに，働
く人たちの工夫や努力，思いについて
考える。
④モジュール生産など，効率のよい生
産の工夫について調べたことをもとに
考える。
⑤自動車づくりについて，新たに気が
ついたことや疑問に思ったことを話し
合う。

○ ○

【関】それぞれの生産工
程を見学して新たに気づ
いたことや疑問に思った
ことをとらえ，新たな問
いとして積極的に調べよ
うとしている。

【知】自動車づくりがラ
インの工夫や分業のしく
みなどによって，効率的
に進められていることを
理解し、ノートなどにま
とめている。

社会見学（釧路高橋
商会）
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1

自動車工場では，人々が働きや
すいしくみを整えるとともに，
環境にも配慮しながら自動車を
生産していることをとらえるこ
とができるようにする。

働く人にやさしく、環境にもやさしく
○写真などの資料をもとに，工場の人
たちが働きやすいようにするための工
夫や環境を守るための取り組みについ
て調べる。
◆自動車工場では，地域の人々に親し
まれるように，「働く人にやさしい工
場」「環境にやさしい工場」といった
視点でも自動車づくりに取り組んでい
ること。
①自動車工場の設備や敷地内の様子に
ついて気がついたことや疑問に思った
ことを話し合う。
②案内係の人の話や資料をもとに，工
場の人たちが働きやすいようにするた
めの工夫について調べる。
③案内係の人の話や資料をもとに，環
境を守るための工場の取り組みについ

○

【技】工場の人たちが働
きやすいようにする工夫
や，環境を守るための取
り組みについて，写真や
資料を関連づけて読み取
りノートに記述してい
る。

1

自動車のシートをつくる関連工
場について調べ，立地条件や作
業の様子などから，関連工場の
生産や出荷における工夫や努力
についてとらえることができる
ようにする。

部品はどこから？
○写真などの資料をもとに，自動車工
場に部品を届ける関連工場の生産の様
子を調べ，働く人々の工夫や努力，思
いについて考える。
◆自動車工場で使われる部品をつくる
関連工場でも，品質に気をつけなが
ら，効率よく生産を進めるために，
様々な工夫や努力をしていること。
①自動車を組み立てるために，主にど
んな部品が使われていたかを振り返
る。
②写真などの資料を読み取り，自動車
のシートがどこでどのように生産・出
荷されているかを調べる。
③シート工場の人の話や写真などの資
料から，関連工場ではどのようなこと
に気をつけて生産を進めているのかを
考える。

○

【思】関連工場では，効
率よく生産・出荷するた
めに，また品質を保つた
めに，様々な工夫や努力
をしていることについて
考え，ノートに表してい
る。

1

注文どおりに部品を納めるため
のしくみや関連工場で働く人の
工夫・努力について調べ，自動
車づくりを支える関連工場のは
たらきや，自動車工場と関連工
場との結びつきについてとらえ
ることができるようにする。

工場を支える工場
○様々な資料をもとに，計画に基づい
た分業の様子について調べ，関連工場
と自動車工場との結びつきについて考
える。
◆自動車づくりは，自動車を組み立て
る工場だけでなく，多くの関連工場の
協力があって成り立っていること。①
図や写真をもとに，関連工場に部品を
納めている関連工場もあることをつか
む。
②写真や関連工場の人の話から，関連
工場から自動車工場へ部品が届くまで
の様子を調べる。
③震災によって部品が届かなくなった
事例などをもとに，自動車工場と関連
工場との結びつきや，関連工場のはた
らきについて考える。

○

【思】自動車づくりを支
える関連工場のはたらき
や，関連工場と自動車工
場との結びつきについて
考え，ノートに表してい
る。

1

工場で生産された自動車の輸送
について関心をもち，運搬船や
キャリアカーに積み込む仕事の
様子や働く人たちの工夫や努力
をとらえることができるように
する。

輸送手段は船とキャリアカー
○自動車工場で完成した新車がどのよ
うに輸送されるのか，資料を読み取り
ながら調べ，考える。
◆新車を船やキャリアカーで運ぶ人た
ちは，決められた時間までに，きずを
つけないよう大切に運ぶことなどを心
がけて，様々な工夫や努力をしている
こと。
①工場から販売店まで，自動車がどの
ようにして輸送されているのかを予想
する。
②働く人の話や写真などから，運搬船
への新車の積み込みの様子を調べ，作
業上の工夫や努力について考える。
③働く人の話や写真などから，キャリ
アカーでの運搬の仕事の様子を調べ，
作業上の工夫や努力を考える。

○

【思】輸送にかかわる仕
事の様子について調べた
ことをもとに，新車を大
切に扱い届ける人々の工
夫や努力について考え，
ノートに表している。

1

自動車の輸送の経路や方法を調
べ，それぞれの輸送手段の長所
を生かした物流のしくみをとら
え，そのしくみが工業生産を支
えていることに気づくことがで
きるようにする。

遠くへ早く運ぶ
○完成した自動車の輸送の経路や方法
について資料を読み取って調べ，それ
ぞれの輸送手段の特色を費用などの面
からも考える。
◆自動車などの工業製品は，運ぶ地域
や費用のことなどを考え，さまざまな
経路や方法で輸送されていること。ま
た，輸送にかかる費用のほかにも製品
の値段には様々な費用が含まれている
こと。①地図や写真などの資料をもと
に，自動車を運ぶ経路や方法を調べ，
輸送手段ごとの利点を考える。
②輸送の経路や方法は輸送費とも関係
があることに気づき，ほかに自動車の
値段に含まれる費用を考える。
③輸送手段ごとの利点や欠点をまと
め，これらがどのように生かされてい
るか考える。

○

【思】輸送手段ごとの利
点や欠点について様々な
視点から考え，表にまと
めている。
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1

自動車に乗る人の願いが，自動
車づくりにどのように生かされ
ているのか具体的に調べ，消費
者のニーズを反映した自動車づ
くりが進められていることをと
らえることができるようにす
る。

乗る人の願いに応えて
○自動車に乗る人たちのニーズを考
え，それらのニーズに応えるために，
どのような自動車づくりをしているの
かを収集した資料をもとに話し合い，
まとめる。
◆自動車会社は，だれでも使いやすい
自動車づくり，安全・安心な自動車づ
くり，快適に運転できる自動車づくり
などを進めていること。
①自動車に乗る人たちがどのような
ニーズをもっているか考える。
②だれでも使いやすい自動車づくりと
はどのようなものなのかを話し合って
まとめる。
③安全・安心な自動車づくりとはどの
ようなものなのかを話し合ってまとめ
る。
④快適に運転できる自動車づくりとは
どのようなものなのかを話し合ってま
とめる。

○

【技】収集した資料を
テーマに沿って整理・分
類したり，消費者のニー
ズとすり合わせて読み
取ったりしてノートに記
述している。

1

自動車会社では，環境にも人に
もやさしい自動車づくりに取り
組んでいることに気づき，これ
からの自動車づくりについて，
意見をもつことができるように
する。

環境にやさしい自動車づくり
○自動車会社は環境に配慮した自動車
づくりも進めていることを，資料を読
み取って調べ，これまでの学習をもと
に，これからの自動車づくりについて
考える。
◆地球環境に配慮した様々なエコカー
が生産されていること。
①様々なエコカーについて資料を読み
取って調べ，環境にやさしい自動車づ
くりとはどのようなものなのかを話し
合ってまとめる。
②自動車づくりに求められていること
と，それに応える自動車づくりの工夫
や取り組みについて考え，これからの
自動車づくりに対する自分の意見を発
表し合う。
③「まとめる」を参考に，自動車づく
りにおいて大切なことは何かを考え，
ノートに書く。

○

【知】これからの自動車
づくりには，快適性，利
便性だけでなく地球環境
にも配慮した自動車づく
りが重要であることを理
解しノートにまとめてい
る。

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

日本の自動車の輸出の様子を調
べ，工業生産における世界各国
との結びつきについて関心をも
ち，学習問題を立てることがで
きるようにする。

自動車は世界へ
○日本の自動車の輸出の様子をさまざ
まな資料から読み取り，わかったこと
を話し合い，これから調べていく学習
問題を立てる。
◆日本の自動車は，航路を利用して世
界のさまざまな国に多く輸出されてい
ること。①日本の自動車の主な輸出先
を地図や地球儀から読み取って調べ
る。
②「船長さんの話」や外国での日本車
の様子がわかる写真などを読み取り，
日本車の輸出についてわかったことを
話し合う。
③自動車の他にも，日本の工業生産
は，世界の国々とどのような結びつき
があるのか話し合い，学習問題を立て
る。

○ ○

【関】日本の自動車が世
界各地に輸出されている
ことに気づき，工業生産
を通した外国とのつなが
りについて，興味をもっ
て調べようとしている。

【思】工業生産における
世界各国との結びつきに
ついて調べる学習問題を
考え，ノートに表してい
る。

1

日本の自動車の輸出台数や海外
生産台数の変化，世界に広がる
日本の自動車工場について調
べ，日本の自動車生産と世界の
国々との結びつきについて考え
ることができるようにする。

世界に広がる日本の自動車工場
○日本の自動車の海外生産が増えてい
ることを資料から読み取り，その理由
を考え，話し合う。
◆日本の自動車工場が世界に広がり，
海外での生産台数が増えていること。
①日本の自動車の輸出台数や海外生産
台数を資料から読み取り，グラフを描
いて調べる。
②世界に分布する日本の自動車工場や
海外生産の様子を，地図や海外の工場
の人の話から調べる。
③海外生産が増えた理由や海外生産の
よさを考え，話し合う。

○

【技】外国における自動
車生産の様子について，
グラフや地図などの資料
から，必要な情報を読み
取りノートに記述してい
る。

1
日本の輸出入の状況を調べ，日
本の貿易の特色を理解すること
ができるようにする。

輸入と輸出を比べてみると…
○日本の輸出入の品目や相手先の国々
について資料から読み取り，日本の貿
易の特色についてわかったことを話し
合う。
◆日本は世界の様々な国々と貿易をし
ていること。また，多様な品目を輸出
入していることや時代とともに貿易の
様子が変化していること。
①日本の輸出入の品目がどのように変
化しているか資料から読み取る。
②日本の主な貿易相手国を地図から読
み取り，教科書に書き込むなどして調
べる。
③日本の輸出入の特色について，わ
かったことを話し合う。

○

【知】日本の主な輸出入
の品目や貿易相手先など
を資料から読み取り，日
本の貿易の特色について
理解し、ノートにまとめ
ている。

9

10

単元名 第3大単元　工業生産を支える人々（第２小単元　世界とつながる日本の工業）　５時間



1

原材料の輸入や工業製品の輸出
について調べ，日本の工業生産
と貿易との関わりについて考え
ることができるようにする。

工業生産を支える貿易
○原材料の輸入や工業製品の輸出，港
別の貿易額などについてグラフや写真
から読み取り，日本の貿易の特色をと
らえ，日本の工業生産と貿易との関わ
りについて考える。
◆日本の工業生産は，原材料の多くを
輸入し，それらを加工した工業製品を
多く輸出していること。また，それら
の輸出入品は船や飛行機を使って，各
地の港や空港を通して輸送されている
こと。①日本に輸入される原材料や，
海外に輸出される工業製品の割合をグ
ラフから読み取って調べる。
②港別に見た貿易額や様々な輸送手段
をグラフや写真などの資料から読み取
り，輸出入における輸送の様子を調べ
る。
③日本の工業生産と貿易との関わりに
ついて考え，話し合う。

○

【思】日本の貿易の特色
について調べたことをも
とに，日本の工業生産と
貿易との関わりについて
考え，ノートなどに表し
ている。

1

世界の貿易や日本の海外生産を
取り巻く状況について知り，こ
れからの貿易と海外生産のあり
方について考えることができる
ようにする。

これからの貿易と海外生産
○貿易と海外生産の現状や課題を様々
な資料から読み取り，これからの貿
易・海外生産のあり方について考えを
まとめる。
◆世界の貿易の自由化，日本の会社の
海外進出が進み，貿易や海外生産がま
すますさかんになっていること。その
ような現状のなか，様々な問題も抱え
ていること。
①世界の貿易の動向や現在の貿易が抱
える課題について，資料から読み取
る。
②日本の会社の海外生産の現状や海外
生産が抱える課題を資料から読み取
る。
③これから貿易や海外生産を進めてい
くうえで，大切だと思うことを話し合
う。
④「まとめる」を参考に，自分の考え
を文章にまとめる。

○ ○

【関】これからの貿易や
海外生産をどのように進
めていけばよいか，関心
をもって考えようとして
いる。

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

生活が様々な工業製品に支えら
れていることや日本の工業生産
の傾向をとらえ，日本の工業に
対して関心をもつことができる
ようにする。

さまざまな製品をつくり出す工業
○工業製品の仲間分けをしたり，日本
の工業生産額の変化を読み取ったりし
て，日本の工業についてわかったこと
や疑問を話し合い，学習問題を立て
る。
◆工業にはいくつかの種類があり，現
在の日本の工業は機械などの重化学工
業が中心であること。
①身のまわりにある工業製品を探し，
工業の種類ごとに仲間分けをする。
②日本の工業生産額の変化などを資料
から読み取り，日本ではどのような工
業がさかんなのかを話し合う。
③日本の工業について調べたいことを
話し合い，学習問題を立てる。

○ ○

【関】生活が様々な種類
の工業製品に支えられて
いることに気づき，日本
の工業生産の特色につい
て，興味をもって調べよ
うとしている。

【思】日本の工業生産の
特色と今後のあり方につ
いて調べる学習問題を考
え，ノートに表してい
る。

1

工業の盛んな地域について調
べ，その地域で工業が盛んな理
由を考えることができるように
する。

工業のさかんな地域は？
○工業の盛んな地域とそれぞれの地域
の特色を地図や統計資料などから読み
取り，盛んな地域の分布について考
え，話し合う。◆工業地帯や工業地域
と呼ばれる工業が盛んな地域は，一部
の内陸部や太平洋ベルトを中心とした
海沿いの地域に多く分布しているこ
と。また，工業の盛んな地域は，土地
の条件や交通網の発達などと関係があ
ること。
①工業の盛んな地域の様子や位置につ
いて，地図や写真から読み取って調べ
る。
②それぞれの工業の盛んな地域の特色
について，統計資料を読み取って調べ
る。
③地図帳で交通網の様子を確かめなが
ら，それぞれの地域で工業が盛んな理
由を考え，話し合う。

○
【知】工業がさかんな地
域の分布や，生産の割合
が大きい工業の種類など
をとらえノートにまとめ
ている。

1

日本の工業における大工場と中
小工場の生産の特色を資料から
読み取り，それぞれの生産の様
子と役割について考え，まとめ
ることができるようにする。

日本の工業を支える中小工業
○大工場や中小工場の生産の特色につ
いて，写真や統計資料などから読み取
り，ノートなどにまとめる。
◆工場は大工場と中小工場に分類さ
れ，日本にある工場の多くは中小工場
であること。また，大工場と中小工場
にはそれぞれの生産の特色や役割があ
ること。
①大工場と中小工場の写真を見比べ
て，生産の様子の違いについて気づい
たことを発表する。
②大工場と中小工場について，それぞ
れの工業生産の特色を統計資料から読
み取り，ノートや教科書にまとめる。
③大工場と中小工場のそれぞれの役割
について，写真などの資料や以前の学
習をもとに考え，話し合う。

○

【技】大工場や中小工場
の特色について，資料か
ら読み取ったことをノー
トに記述している。

10

第3大単元　工業生産を支える人々（第３小単元　工業の今と未来）　８時間



1

大田区の中小工場で働く人の工
夫や努力に気づくとともに，中
小工場の高い技術が日本の工業
生産を支えていることに気づく
ことができるようにする

高い技術をほこる大田区のものづくり
○写真や働く人の話などを通して，大
田区の中小工場のものづくりの様子を
調べ，中小工場の工夫や努力について
話し合う。
◆中小工場では，高い技術を生かした
質の高いものづくりを行い，日本の工
業生産を支えていること。
①大田区の工業生産の特色を資料から
読み取って調べる。
②岩佐さんの話や写真をもとに，大田
区の中小工場のものづくりの様子を調
べる。
③中小工場の工夫や努力，工業生産に
果たす役割について話し合い，ノート
にまとめる。

○

【技】高い技術を生かし
てものづくりをする中小
工場の工夫や努力につい
て，必要な情報を資料か
ら読み取り，ノートに記
述している。

1

アイデアを生かした東大阪市の
中小工場の工夫や努力を資料か
ら読み取り，日本の工業生産を
支える中小工場のものづくりの
特色についてとらえることがで
きるようにする。

アイデアにあふれる東大阪市のものづ
くり
○写真や働く人の話などを通して，東
大阪市の中小工場のものづくりの様子
を調べ，大田区のものづくりとも比べ
ながら，気づいたことを話し合う。◆
中小工場では，アイデアをいかした特
色あるものづくりを行い，日本の工業
生産を支えていること。
①東大阪市の工業生産の特色を資料か
ら読み取って調べる。
②上田さんの話や写真をもとに，東大
阪市の中小工場のものづくりの様子を
調べる。
③大田区と東大阪市の例を比べなが
ら，中小工場のものづくりについて気

○

【知】日本の工業生産
は，多くの中小工場のす
ぐれたものづくりによっ
て支えられていることを
とらえノートにまとめて
いる。

1

心を豊かにする工業生産につい
て調べ，人々の生活との結びつ
きから工業生産の役割や意味に
ついてとらえ，今後めざしてい
く工業生産のあり方について考
えることができるようにする。

心を豊かにする工業
○心を豊かにする工業生産について，
具体的な製品の例をもとに調べ，工業
生産が人々の生活に果たす役割や意味
について話し合い，これからの工業生
産のあり方について考えをまとめる。
◆工業生産は，自分たちの暮らしを
様々な面で豊かにしており，人々の生
活と結びついていること。
①人々の心を豊かにする楽器づくりに
ついて，写真や工場の人の話をもとに
調べる。
②楽しさや安らぎを与える工業生産に
ついて，様々な工業製品の例をもとに
調べる。
③工業生産の役割や意味について，
人々の生活と結びつけて考え，話し合
う。
④「まとめる」を参考に，日本の工業

○

【思】工業生産と人々の
生活を関連づけながら，
工業生産が国民生活に果
たす役割や今後めざして
いく工業生産のあり方に
ついて考え，ノートに表
している。

2

○日本の工業生産が抱えている課
題をとらえ，これからの工業生産の
発展のために大切なことを考えさせ
る。

【深める】日本の工業生産の未来を考えよ
う
○日本の工場数の減少をグラフから読み取
り，日本の工業生産が抱える課題をこれま
での学習をもとに話し合い，これからの工業
生産について考える。
◆日本の工業生産の特色，強み，課題な
ど。①これまでの学習を振り返る。
②日本の工場の数が減り続けていることを
グラフから読み取り，これまで学習したこと
をもとに，原因や課題について話し合う。
③日本の工業生産にとって大切なことを考
え，話し合う。

○

【関】学習したことをも
とに，これからの日本の
工業生産にとって大切な
ことは何か，関心をもっ
て考えようとしている。

27

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

○日常生活の中で得られる情報や
それを入手する方法について話し合
うことを通して，情報と生活との関わ
りについて興味や関心をもち，調べ
る意欲をもたせる。

オリエンテーション
○自分たちの身のまわりの情報が，誰のた
めのものか，何のためのものか，ふだん情
報をどのように利用しているか，話し合う。
◆身のまわりには様々な情報が伝えられ，
毎日それらを受けながら暮らしていること。
①自分たちの身のまわりにはどのような情
報があり，何を通して伝えられているか，イ
ラストから見つけ出す。
②見つけた情報が，誰のためのものか，何
のためのものか，話し合いを通して考える。
③自分たちが，ふだん情報をどのように利
用しているか，思い出して話し合う。

○

【関】生活の中で得られ
る情報にはどのようなも
のがあるのかについて関
心をもち，意欲的に日常
の生活を振り返り，積極
的に話し合おうとしてい
る。

11

11

単
元
目
標

○放送・新聞などの情報産業が様々な情報を提供し，自分たちがそれらを多方面で利用していることについて，調査したり資料を活用したりして調べ，自分たちの生活や産業の発展に
大きな影響を及ぼしていることを考えさせる。
○情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に努めている教育，医療，福祉，防災などの事例について資料を有効に活用したりインターネットで情報を収集したりして調
べ，それらのはたらきが，公共生活の向上のために利用され，自分たちの生活に様々な影響を及ぼしていることを考えさせる。
○情報化した社会において情報を有効に活用するために大切なことについて考えさせるとともに，様々な情報に対して適切に判断し，望ましい行動をしようとする能力や態度を身に付け
させる。

単元名 第４単元　くらしを支える情報（小単元　情報を伝える人々）　５時間



1

緊急地震速報が届く仕組みなど
を調べることを通して，大事な
情報がどのように人々に伝えら
れ，生活に影響を及ぼしている
かについて，学習問題を立てる
ことができるようにする。

すぐにとどけられる情報
○緊急地震速報のような大切な情報が届け
られる仕組みを調べ，情報を伝える人々や
情報が生活に及ぼす影響について，学習問
題を立てる。
◆災害時にはテレビや携帯電話を通じて，
緊急地震速報など必要な情報がすばやく届
けられる仕組みが整えられていること。
①写真などの資料をもとに，災害時に必要
な情報がすばやく伝えられる様子について
話し合う。
②緊急地震速報はどのような仕組みでわた
したちに伝えられているのか，仕組み図や
放送局の人の話を読み取って調べる。
③情報を受け取る手段には何があるか調
べ，多くの人が利用するテレビや新聞につ
いて調べたいことを話し合い，学習問題を
立てる。

○ ○

【関】大切な情報が多く
の人にすばやく届けられ
る仕組みについて興味を
もち，意欲的に調べよう
としている。

【思】テレビや新聞など
で伝えられる情報が，自
分たちの生活に与える影
響について，調べる学習
問題を考え，ノートに表
している。

1

テレビのニュースが放送される
までの様子を調べ，情報を伝え
る放送局のはたらきについてと
らえることができるようにす
る。

必要な情報を伝える，ニュース番組○テレ
ビのニュース番組がどのようにつくられて放
送されているのか，資料を読み取って調
べ，わかったことを話し合ってまとめる。
◆放送局の人々は，広く情報を集め，その
なかで重要なものを判断し，内容や順番を
決め，速く正確にニュースを伝える努力をし
ていること。
①放送局におけるニュース番組の制作の流
れを，写真を読み取って調べる。
②番組制作の各場面でどのようなことに気
をつけているか，編集責任者の話などをも
とに調べる。
③放送局で働く人たちが大切にしていること
について話し合い，わかったことをまとめ

る。

○

【技】ニュースが伝えら
れるまでの流れや放送局
で働く人々が大切にして
いることなどを，資料か
ら適切に読み取り，自分
でノートなどにまとめ直
している。

1

震災時に人々がどのような手段
で情報を入手していたのかを調
べ，自分たちは様々なメディア
を使い分けて情報を手に入れ，
役立てていることをとらえるこ
とができるようにする。

情報を伝えるさまざまなメディア
○東日本大震災の時に役立ったメディアの
資料などをもとに，自分たちが日頃，様々な
メディアから情報を手に入れていることを調
べ，どのようにそれらを役立てているかにつ
いて話し合う。
◆自分たちは様々なメディアを使い分けな
がら様々な情報を手に入れ，生活に役立て
ていること。
①大きな災害が起きてテレビや電話が使え
ない時に，どうすればよいか，どのような情
報がほしいか，話し合う。
②東日本大震災の時の避難所の写真やそ
こで過ごした人の話をもとに，どのような手
段で，どのような情報を入手したかを調べ
る。
③被災地を助けた新聞・ラジオの話をもと
に，様々なメディアの必要性を話し合い，各
メディアの特色を調べてまとめる。

○

【知】様々なメディアの
特色を理解し，状況や手
に入れたい情報に応じて
メディアを使い分けるこ
との必要性をとらえノー
トにまとめている。

1

マスメディアで働く人たちが様々な
注意を払って情報を発信しているこ
となどを調べ，マスメディアの情報と
自分たちの生活との関わりについて
考えることができるようにする。

マスメディアの情報を受け取るわたしたち
○マスメディアが伝える情報の違いや影響
について調べ，マスメディアが発信する情報
と自分たちの生活の関わりについて話し合
い，考えをまとめる。
◆マスメディアの情報は自分たちの生活に
広く影響を与えており，マスメディアで働く
人々は，発信する情報の表現や正確さに
様々な注意を払っていること。
①同じ日のできごとを伝えるいくつかの新聞
の記事を見比べて，表現の違いや，なぜ違
う伝え方になるのかを話し合う。
②編集責任者の話をもとに，マスメディアが
様々な注意を払って情報を発信している様
子を調べる。
③自分たちがマスメディアの情報をどのよう
に生かし，どのような影響を受けているかに
ついて話し合う。
④「まとめる」を参考に，広く情報を伝える
人々が気をつけていることについて考え，
ノートに書く。

○

【思】情報を広く伝える
マスメディアの役割につ
いて調べたことをもと
に，マスメディアの情報
発信における影響の大き
さや責任について考え，
適切に表現している。

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

情報ネットワークを利用した図
書館サービスの便利さについて
調べ，ほかにも様々な場面で活
用されている情報ネットワーク
について，調べる意欲をもつこ
とができるようにする。

情報ネットワークでつながる図書館
○自分の体験や資料をもとに，情報ネット
ワークを利用した図書館サービスを調べ，
様々な場面での情報ネットワークの活用に
ついて話し合い，学習問題を立てる。
◆図書館では，情報ネットワークを利用し
て，本の貸し出しや様々なサービスを効率
よく便利に進めていること。
①図書館ではどのようにして本を借りるの
か，体験をもとに話し合う。
②情報ネットワークを使った図書館の本の
貸し出しについて，写真や図を読み取って
調べる。
③情報ネットワークを利用した他の図書館
サービスについて調べる。
④ほかにも情報ネットワークを使っている場
所や施設がないか話し合い，学習問題を立
てる。

○ ○

【関】情報ネットワーク
を活用した図書館サービ
スを意欲的に調べ，生活
の中の他の場面での情報
ネットワークの活用につ
いても，興味をもって調
べようとしている。

【思】暮らしの中の情報
ネットワーク活用につい
て調べる学習問題を考
え，ノートに表してい
る。

必修

11

12

単元名 第４単元　くらしを支える情報（第2小単元　広がる情報ネットワーク）　４時間



1

情報ネットワークを利用した病
院の取り組みについて調べ，患
者や医師がどのように便利に
なったかをとらえることができ
るようにする。

情報ネットワークでつながる病院
○情報ネットワークを利用した病院の取り
組みについて様々な資料を読み取って調
べ，どのような便利さがあるのかをまとめ
る。
◆情報ネットワークを利用することで，病院
の中だけではなく，異なる医療施設どうしの
連携でも，患者の情報がすばやく正確に伝
えられ，医療が効率的かつ安全に進められ
ていること。
①病院では受付から会計までどのような流
れで診療が進むのか，通院の体験を思い
出したり図を読み取ったりして調べる。
②病院の人の話などをもとに，病院の診療
の中で情報ネットワークをどのように利用し
ているか調べる。
③病院どうしをつなぐ情報ネットワークにつ
いて資料を読み取り調べ，誰がどのように
便利になっているかを話し合ってまとめる。

○ ○

【技】病院内または県内
の医療施設をつなぐ情報
ネットワークの資料を正
確に読み取りノートに記
述している。

【思】調べたことをもと
に，情報ネットワークを
利用することで診察や検
査がすばやく正確にでき
るようになることをとら
え，ノートに適切に表し
ている。

「医療に生かす情報ネッ
トワーク」か「地域を見守
る情報ネットワーク」「防
災に生かす情報ネット
ワーク」のいずれかを選
択（4時間分）

1

情報ネットワークを利用した救
急医療や医療情報発信の取り組
みについて調べ，地域が一体と
なった医療情報ネットワークの
広がりとその利便性についてと
らえることができるようにす
る。

命を守る情報ネットワーク
○情報ネットワークを利用した救急医療の
取り組みについて様々な資料を読み取って
調べ，どのような便利さがあるのかをまとめ
る。
◆人々の命や健康を守るために，情報ネッ
トワークを利用して，救急患者の搬送先を
すばやく調べたり，住民自らが医療の情報
を検索したりできる取り組みも行われている
こと。
①写真や救急隊員の話を読み取り，救急の
患者を運ぶときにどのように情報ネットワー
クを利用しているか調べる。
②医療の情報を伝えるウェブサイト画面な
どをもとに，医療に関わる情報の利用につ
いて調べる。
③医療に関わる情報ネットワークの広がり
や利便性について，考えをまとめる。

○

【思】様々な機関や人を
つなぐ医療情報ネット
ワークの広がりが，人々
の生活を安全かつ便利な
ものにしていることを考
え，ノートに適切に表し
ている。

「医療に生かす情報ネッ
トワーク」か「地域を見守
る情報ネットワーク」「防
災に生かす情報ネット
ワーク」のいずれかを選
択（4時間分）

1

図書館や医療分野以外でも情報
ネットワークを利用している場
面を調べ，自分たちの生活がど
のように便利になっているか，
考えをまとめることができるよ
うにする。

さまざまな場面で役立つ情報ネットワーク
○情報ネットワークを利用した様々な例を
調べ，情報ネットワークの活用について考
えをまとめる。
◆学校や商店，様々な仕事の中でも情報
ネットワークを利用して便利になっているこ
とが多く，私たちの生活に情報ネットワーク
の活用が欠かせないものとなっていること。
①写真やコラム資料を読み取り，図書館や
病院以外でも情報ネットワークを利用してい
る例を調べる。
②５年生の社会科で学習してきたことの中
に，情報ネットワークを利用した取り組みが
あったか振り返って考える。
③「まとめる」を参考に，自分たちの生活の
中で，情報ネットワークをどのように生かし
ているかを考え，ノートに書く。

○ ○

【知】情報ネットワーク
によって，だれが，どの
ように便利になっている
かを様々な場面について
理解しノートにまとめて
いる。

【思】様々な場面で役立
つ情報ネットワークの役
割について，自分たちの
生活と関連づけて考え，
ノートに適切に表してい
る。

必修

※

情報ネットワークを利用した高
齢者を見守る地域の取り組みに
ついて調べ，人々の生活がどの
ように便利になったかをまとめ
ることができるようにする。

〈せんたく〉地域を見守る情報ネットワーク
○情報ネットワークを利用した高齢者福祉
サービスについて調べ，どのような便利さが
あるのかをまとめる。
◆独居の高齢者の増加とともに，高齢者の
生活を見守る様々な情報ネットワークの活
用が進められていること。
①地域の役所などが情報ネットワークを利
用してどのように高齢者を見守っているか，
資料をもとに調べる。
②高齢者を見守る情報ネットワークにはど
んな利便性があるのか話し合い，考えをま
とめる。
③地域の高齢者を見守るために情報ネット
ワークを活用するうえで，必要なことは何か
を考え，話し合う。

○ ○

【技】高齢者の見守りの
ために使われている情報
ネットワークについて，
情報の流れやその利便性
を資料から読み取りノー
トに記述している。

【思】様々な機関や人を
つなぐ情報ネットワーク
の広がりが，人々の生活
を安全かつ便利なものに
していることを考え，
ノートに適切に表してい
る。

「医療に生かす情報ネッ
トワーク」か「地域を見守
る情報ネットワーク」「防
災に生かす情報ネット
ワーク」のいずれかを選
択（4時間分）

※

情報ネットワークを利用した自
然災害から人々を守るための取
り組みについて調べ，人々の生
活がどのように便利になったか
をまとめることができるように
する。

〈せんたく〉防災に生かす情報ネットワーク
○情報ネットワークを利用した防災の取り組
みについて調べ，どのような便利さがある
のかをまとめる。
◆自然災害から人々を守るために，災害に
関する情報を知らせる様々な情報ネット
ワークの活用が進められていること。
①地域の役所などが情報ネットワークを利
用してどのように防災に努めているか，資
料をもとに調べる。
②自然災害から人々を守る情報ネットワー
クにはどんな利便性があるのか話し合い，
考えをまとめる。
③地域の自然災害から人々を守るために
情報ネットワークを活用するうえで，必要な
ことは何かを考え，話し合う。

○ ○

【技】防災に関する情報
ネットワークについて，
情報の流れやその利便性
を資料から読み取りノー
トに記述している。

【思】様々な機関や人を
つなぐ情報ネットワーク
の広がりが，人々の生活
を安全かつ便利なものに
していることを考え，
ノートに適切に表してい
る。

「医療に生かす情報ネッ
トワーク」か「地域を見守
る情報ネットワーク」「防
災に生かす情報ネット
ワーク」のいずれかを選
択（4時間分）

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

12

第４単元　くらしを支える情報（第３小単元　情報を生かすわたしたち）　４時間



1

インターネットが広がること
で，自分たちのくらしがどのよ
うに便利になっているのかを考
え，たくさんの情報の受信・発
信に対して問題意識をもつこと
ができるようにする。

身のまわりにあふれる情報
○インターネットの普及によって生活が便利
になっていることを調べ，インターネットによ
る様々なつながりや広がりをとらえ，これか
ら追究する学習問題を立てる。
◆自分たちは生活の様々な場面でインター
ネットを利用し，昔よりも扱うことのできる情
報の量が増えているとともに，情報のやり取
りも速くなっていること。
①インターネットの普及についてグラフを読
み取って調べ，自分たちはインターネットを
使いどのようなことをしているか話し合う。
②インターネットやパソコンがなかった時代
の情報のやり取りについて調べ，今の生活
と比べる。
③インターネットによる様々なつながりの図
をもとに，生活の中で人々がインターネット
をどう使っているか話し合い，情報を利用す
るときの注意点について，調べる学習問題
を立てる。

○ ○

【関】自分の体験や様々
な資料をもとに，イン
ターネットの便利さにつ
いて意欲的に考えるとと
もに，利用に際して注意
すべきことも積極的に考
え出し，話し合おうとし
ている。

【思】情報の受信・発信
に際して注意すべきこと
について調べる学習問題
を考え，ノートに表して
いる。

1

インターネットの利用に伴う
不安な点について調べ，利用
の際に気をつけなければいけ
ないことについて考え，自分
の言葉で表現できるようにす
る

情報を受け取り，発信するわたしたち
○インターネットを利用するときの注意点を
自分たちの体験や具体的な資料をもとに考
え，まとめる。
◆インターネットの利用には，便利な点と不
安な点があり，他の利用者のことも考えな
がら，使っていく必要があること。
①インターネットで情報をやりとりするなか
で困ったことはなかったか，体験を思い出し
て話し合う。
②資料をもとに，電子メールやブログなどで
情報を受け取るときと，発信するときの注意
点を考え，話し合う。
③インターネットを使うときの便利な点や不
安な点をノートなどに書き出してまとめる。
④「まとめる」を参考に，自分たちの生活の
中で情報を生かしていくために必要なことを
考え，ノートに書く。

○ ○

【技】インターネットの
利用が人々にもたらす不
安や課題について，様々
な資料から的確に読み取
りノートに記述してい
る。

【知】インターネットの
長所や短所を理解しノー
トにまとめている。

2

情報化が進んだ社会で生きてい
くために，自分たちは情報をど
のように生かしていけばよいか
を考え，情報を扱う際のルール
づくりをすることで，学習を深
めることができるようにする。

【深める】情報ルールを考えよう
○自分たちは情報をどのように生かしてい
けばよいか，これまでの学習をもとに考えて
話し合い，ルールにまとめ上げる。
◆一人一人が情報の受信者・発信者であ
り，生活の中で情報を上手に生かしていくと
いう意識をもち続けることが大切であるこ
と。①自分たちが暮らしのどのような場面
で，マスディアの情報や情報ネットワークの
利用を必要としているかについて，学習を
振り返り話し合う。
②情報を受け取るときと発信するときで，特
にどのようなことに気をつければよいか話し
合う。
③話し合いをもとに自分の言葉で「情報
ルール」を作り上げる。

○

【思】これまでの学習を
生かしたり，自分の生活
を振り返ったりして，情
報を扱う際のルールを自
分の言葉でノートに表し
ている。

13

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

12 1
日本の国土には豊かな自然がある
ことを知り，国土の環境について調
べる意欲をもたせる。

オリエンテーション
○既習事項と関連づけながら，国土の自然
環境や土地利用の様子を様々な資料から
読み取る。
◆日本の国土は豊かな自然環境に囲まれ
ており，国土の7割近くは森林であること。
①日本各地に見られる豊かな自然の写真
を見て，どのあたりの様子かを予想し，地図
で確かめる。
②これまでの学習で取り上げた，自然条件
に特色ある地域を思い出し，地図上に位置
づける。
③衛星写真やグラフなどの資料から，日本
の国土が豊かな森林におおわれていること
を読み取る。

○

【関】国土の自然環境や
土地利用の様子を知り，
国土の環境と人々の生活
とのつながりについて，
関心をもって調べようと
している。

12 1 チャレンジテスト

12

単元名 第5大単元　国土の自然とともに生きる（第1小単元　森林を守る人々）　4時間

単
元
目
標

○自分たちと国土や地域の自然環境との結びつきに気づき，森林を守り育てていくことや，自然災害を防止することの大切さ，公害から健康や生活環境を守ることの大切さをとらえさせ
る。
○国土や地域の自然環境に関する記述や写真からの情報，地図や地球儀，統計などの資料を収集・選択し，自然環境と人々の生活や産業との関わりについて，広い視野から考えさ
せる。



1

森林での体験や木製品の利用に
ついて話し合ったり調べたりし
て，森林と自分たちの生活との
結びつきに関心をもつことがで
きるようにする。

森林を身近に感じるくらし
○自分たちの森林での体験，木製品の利
用の経験を話し合い，森林との関わりが深
い秋田県能代市の小学校の様子について
調べ，学習問題を立てる。
◆身のまわりには様々な木製品が使われ
ており，森林と生活との結びつきが見られる
こと。
①自分の身のまわりにある木製品や森林
の自然とふれ合った経験を発表し合う。
②森林との関わりが深い秋田県能代市の
小学校の様子について，写真などを読み
取って調べる。
③森林と生活との結びつきについて調べる
学習問題を立てる。

○ ○

【関】森林や木製品と，
自分たちの生活との結び
つきに関心をもち，意欲
的に調べようとしてい
る。

【思】森林資源のはたら
きや人々の生活との結び
つきについて調べる学習
問題を考え，ノートに表
している。

1

森林がある場合とない場合の様
子を比較し，森林には様々なは
たらきがあり，人々の生活と深
く結びついていることを理解で
きるようにする。

森林のはたらき
○森林のはたらきや人々の生活とのつなが
りについて2枚のイラストをもとに調べてまと
め，説明する。
◆森林は動植物に様々なめぐみをもたらす
だけでなく，災害などから人々のくらしを
守ったり，水をたくわえたりするはたらきが
あること。
①2枚のイラストを比較し，森林がある場合
とない場合との違いを見つけ，発表し合う。
②森林がないことで起こる問題を考え，話し
合う。
③森林のはたらきを文章にまとめ，イラスト
を活用して説明する。

○

【技】二つの異なるイラ
ストを比較して，様々な
違いを見つけ、ノートに
記述している。

1

森林を守り育てる人々の工夫や
努力，林業が抱える課題につい
て，資料を活用して調べ，まと
めることができるようにする。

森林を守り育てる人々
○森林を守り育てる人々の工夫や努力，林
業が抱える課題について，資料を活用して
調べ，ノートにまとめる。
◆森林資源は，林業を続ける人々の工夫
や努力によって守られており，そういった手
入れや木材の利用を適切に進めていく必要
があること。①｢手入れがされず，あれた森
林｣と｢手入れがされている森林｣の写真を
比較し，気づいたことを発表し合う。
②林業で働く人の話や写真資料をもとに，
森林を守り育てる人々の仕事について調
べ，ノートにまとめる。
③林業が抱える課題を資料から読み取り，
感想を発表し合う。

○

【知】森林資源を守り育
てる人々の工夫や努力に
ついて，必要な情報を集
めて読み取り，ノートに
まとめている。

1

森林を守る様々な取り組みにつ
いて調べ，森林を守るためにど
のような取り組みや心がけが大
切かを考えることができるよう
にする。

森林を守り，地球を守る
○森林を守るための取り組みについて様々
な資料を読み取って調べ，国土の環境を守
るために大切なことを考える。
◆森林資源を守るために，様々な取り組み
が行われていること。また，森林資源の保
護は，地球温暖化の抑制など，地球環境を
守ることにもつながること。
①森林を守るための様々な取り組みについ
て，資料を読み取り調べる。
②森林を守ることは，地球温暖化から国土
や地球を守ることにもつながることを，資料
を読み取りとらえる。
③「まとめる」を参考に，これから森林を守っ
ていくために大切だと思う取り組みや心が
けを考え，ノートにまとめる。

○ ○

【思】国土の森林資源と
人々の生活とが密接なつ
ながりをもっていること
や，森林資源を守ること
の大切さについて考え，
適切にノートに表現して
いる。

【関】国土の森林資源を
守っていくことに関心を
もち，これからの取り組
みや心がけについて考え
ようとしている。

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

2

日本で起こった自然災害を調べ
ることを通して，自然災害と国
土の自然環境との関係について
考えるとともに，自然災害から
暮らしを守るための取り組みに
ついて，調べていく見通しをも
てるようにする。

自然災害とわたしたちの国土
○日本の自然災害について様々な資料をも
とに調べ，自然災害と国土の自然環境との
関係について話し合い，自然災害から暮ら
しを守るための取り組みについて調べる学
習問題を立てる。
◆日本では国土の地形や気候の特色に
よって，様々な自然災害が発生しているこ
と。
①写真をもとに，東日本大震災の被害の大
きさについて話し合う。
②日本の自然災害の種類や発生場所につ
いて，地図や年表などの資料をもとに調べ
る。
③自然災害と国土の自然との関係につい
て，気づいたことを話し合う。
④自然災害から暮らしを守るための取り組

○ ○

【関】日本で発生する
様々な自然災害について
関心をもって調べ，自然
災害から暮らしを守る取
り組みを意欲的に調べよ
うとしている。

【知】日本では様々な自
然災害が発生し，それら
の発生は国土の自然の特
色と関係があることを理
解しノートにまとめてい
る。

1

自然災害から暮らしを守るため
に，国や都道府県などが様々な
取り組みをしていることを理解
できるようにする。

自然災害に強いまちづくり
○自然災害から暮らしを守るための国や都
道府県の取り組みを調べて，発表し合う。
◆自然災害から暮らしを守るために，国や
都道府県が様々な取り組みをしていること。
①様々な防災施設の写真から，自然災害に
対してどのような取り組みをしているのか予
想する。
②自然災害から暮らしを守るための国や都
道府県の取り組みについて，資料を読み
取って調べ，発表し合う。
③自分の住む地域にある防災施設や防災
のための取り組みを思い出し，話し合う。

○

【技】様々な自然災害か
ら暮らしを守るための具
体的な取り組みについ
て，資料をもとに読み取
りノートに記述してい
る。

1

2

第5大単元　国土の自然とともに生きる（第２小単元　自然災害とともに生きる）　５時間



2

自然災害から暮らしを守るため
に，減災の考え方があることを
とらえるとともに，地域で協力
してできることや自分にできる
ことを考えることができるよう
にする。

協力して自然災害を防ぐ
○災害から暮らしを守るために，地域で協
力してできることや自分にできることについ
て様々な資料を通して考え，話し合う。
◆自然災害から暮らしを守るためには，公
助だけでなく自助・共助といった身近な取り
組みも必要であり，日頃から災害に対する
意識を高めておくことで被害を減らそうとす
ることが大切であること。①防災活動の写
真をもとに，災害から暮らしを守るために地
域で協力してできることを考え，話し合う。
②過去の災害を語り継ぐ事例を読み取り，
感想を話し合う。
③減災の考え方について読み取り，自分た
ちにできることを考え，発表し合う。
④「まとめる」を参考に，自然災害に備えて
取り組もうと思うこと，気をつけたいことを考
え，ノートに書く。

○ ○

【思】自然災害から暮ら
しを守るために，地域で
協力してできることや自
分にできることについて
調べたことをもとに考
え，ノートに表してい
る。

【関】自然災害に備え
て，自分たちにもできる
ことはないか，切実感を
もって考えようとしてい
る。

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

北九州市の空や海の変化の様子
や，その変化に対して人々がど
のように考えていたかを調べ，
環境を守るための取り組みにつ
いて関心をもつことができるよ
うにする。

青空を取りもどしたまち
○1960年頃と現在の北九州市の写真を比
べて，その変化の原因を予想するとともに，
そこに住む人々がどのように考えていたの
かを調べ，学習問題を立てる。
◆かつて，北九州市の空や海は汚れてい
て，人々の生活にも影響をおよぼしていた
が，現在ではきれいな環境に戻っているこ
と。①1960年頃と現在の北九州市の写真を
比べて，気づいたことを話し合い，海や空が
汚れた原因を予想する。
②当時の北九州市の人々が，空や海の汚
れをどう受け止めていたのか，資料をもとに
調べる。
③どのようにして現在のきれいな空と海に
戻っていったのかを予想し合い，学習問題
を立てる。

○ ○

【関】現在とは違う1960
年頃の空や海の様子や当
時の人々の考えを知るこ
とを通して，北九州市の
人々が環境をきれいにす
るためにどのような取り
組みをしてきたのか，関
心をもって調べようとし
ている。

【思】北九州市の環境の
変化の原因を予想し，生
活環境を守る取り組みに
ついて調べる学習問題を
考え，ノートに表してい
る。

1

公害をなくすために，市民・
市・工場がどのような取り組
みをしたのか調べ，それぞれ
の果たした役割とその関連に
ついて，とらえることができ
るようにする。

公害をなくすために
○様々な資料をもとに，公害のもたらす影
響や公害をなくすための努力について調
べ，市民・市・工場の果たした役割とその関
連について話し合う。
◆市民が公害の被害を調査し，公害防止を
よびかけたことで，市や工場が公害を防ぐ
取り組みを始め，長年にわたる努力によっ
て環境がよみがえったこと。
①写真などの資料をもとに，当時の工業生
産の様子や，ばいじんの被害が人々の生
活にもたらした影響についてつかむ。
②公害をなくす運動に参加した人の話をも
とに，市民が公害をなくすためにどのような
取り組みをしたのかを調べる。
③写真や年表などの資料をもとに，市民・
市・工場が公害をなくすために果たした役割
とその関連について話し合う。

○

【知】公害をなくすため
に，市民・市・工場がそ
れぞれ果たした役割と，
その関連についてとらえ
ノートにまとめている。

1

現在の北九州市の環境を守る取
り組みについて調べ，公害を乗
り越えてきた市の人々の思いや
願いについて考えることができ
るようにする。

環境首都を目ざして
○北九州市で現在も取り組まれている環境
保全の活動について調べ，こうした取り組
みを続けていく人々が目ざしていることは何
か，考えて話し合う。
◆北九州市では，公害を二度と起こさない
ように，また世界全体の環境を守っていくた
めに，様々な取り組みを現在も続けている
こと。①北九州市の小学生が取り組んでい
る環境保全活動について，写真を読み取っ
てとらえる。
②様々な資料をもとに，北九州市で現在行
われている環境を守るための取り組みにつ
いて調べる。
③公害を乗り越えたあとも環境を守る取り
組みを続けている，北九州市の人々の思い
や願いについて考え，話し合う。

○

【思】公害を乗り越えた
あとも環境を守る取り組
みを続けている人々が，
目ざしていることについ
て考え，ノートに表現し
ている。

1

北九州エコタウンのリサイクル
施設の様子について調べ，環境
を守ることにつながる資源の有
効活用について，考えることが
できるようにする。

ごみゼロを目ざして
○エコタウンの施設や自動車リサイクルの
様子について調べることを通して，環境を
守っていくうえで大切なことについて考え，
発表し合う。
◆北九州エコタウンには様々なリサイクル
技術をもった工場があり，自動車のリサイク
ル工場では，99％が資源としてリサイクルさ
れていること。資源を有効に使っていくこと
が大切であること。
①航空写真などの資料を読み取り，エコタ
ウンで扱っている製品を調べる。
②工場の人の話や写真資料をもとに，自動
車リサイクルの流れや作業の様子を調べ，
気づいたことを話し合う。
③調べたことをもとに，身のまわりの環境を
守っていくためには，どのようなことが大切
か考え，発表し合う。

○

【思】調べたことをもと
に，環境を守っていくた
めには，物のつくり方や
暮らし方も見直していく
必要があることを考え，
ノートに表現している。

3

第5大単元　国土の自然とともに生きる（第３小単元　生活環境を守る人々　）　７時間

2



1

人間と自然環境との結びつき
や，過去に起きた公害について
資料を読み取ってとらえ，自然
を守ることと自分たちの便利な
生活との関係について，考える
ことができるようにする。

わたしたちも自然の一部
○資料をもとに，人間と自然との結びつき
や，過去に大きな被害を出した公害の影響
について読み取り，自然を守ることと自分た
ちの便利な生活との関係について考え，話
し合う。
◆自分たちの生活と自然環境は密接に結
びついており，工業発展に伴い発生する公
害などによって，その関係が崩れると，人々
の生活に大きな被害が出ること。
①イラストを見て，矢印で結ばれた関係の
意味や，その関係が崩れた場合の影響に
ついて話し合う。
②自然との結びつきが損なわれ大きな被害
を出した公害について，資料を読み取って
調べる。
③自然を守ることと自分たちの便利な生活
との関係について考え，今後，自分たちの
生活をどのようにしていけばよいか話し合
う。
④「まとめる」を参考に，公害の防止と自分
たちの生活との関わりについて考え，ノート
に書き表す。

○ ○

【技】イラストの矢印か
ら，人間も含めた動植物
や自然環境どうしの関係
を的確に読み取りノート
に記述している。

【思】公害を発生させ
ず，環境にやさしい生活
を続けるために，大切な
ことを考え，ノートに表
している。

2

自分たちの日頃の生活を振り返り，
環境にやさしい暮らしや活動につい
て具体的にとらえ，環境にやさしい
取り組みをより多くの人が行ったり
続けたりするにはどうしたらよいかを
考えることができるようにする。

【深める】環境にやさしい国・日本を目ざし
て
○「環境チェック表」などをもとに，環境に配
慮した身近な行動や取り組みについて話し
合い，環境を守る活動の具体的な様子や難
しさについて考え，それらの活動を広げ続
けていくためにはどうしたらよいか，自分の
考えをまとめる。
◆環境を守っていくために，一人一人が，自
分たちにできる取り組みを続けていくことが
大切であること。①自分の日頃の生活を振
り返り，「環境チェック表」のあてはまる項目
にチェックする。
②チェックの結果をもとに，日頃行っている
取り組みの内容や，取り組む難しさについ
て話し合う。
③チェック表に書かれている内容以外に，
環境にやさしい行動としてどのようなものが
あるか話し合う。
④環境にやさしい取り組みをより多くの人が
行ったり続けたりするにはどうしたらよいか
を話し合い，自分の考えをまとめる。

○ ○

【思】これまでの学習を
生かしたり，自分の生活
を振り返ったりして，環
境にやさしい取り組みを
より多くの人が行ったり
続けたりするにはどうし
たらよいかを考え，ノー
トに表している。

【関】環境にやさしい暮
らしや取り組みについて
考えたことを，自分の日
頃の生活に生かそうとし
ている。

18

total 101

標準 100

余剰 -1

3


