
小学校 第６学年 社会科学習指導案 

平成２３年１０月１３日 

指導者 山根 基秀 

１ 単元名 わたしたちの願いと政治のはたらき －元気な町づくりをめざして－ 

２ 単元について 

(1) 児童観 

本学級の児童(男子 12 名、女子 12 名)は、様々な資料やＩＣＴを活用し、調査しまとめ、発表す

るといった、単元で必要な資料活用能力や判断力、説明力は身に付いている。また、他教科で培っ

た力を横断的に生かそうとする意識も高い。よって、調査活動や話合いによる課題解決がされるこ

とが期待できる。反面、主な学習内容の地域開発に関する意識調査から、道路の建設（52％）、田畑

の改修工事(33％)、再開発(15％)と、地域のよさを生かした生活の安定と向上への意識は薄く、町

民の願いと政治の働きの関わりについての実感が乏しいことが分かった。この結果を受けて、国民

生活と政治の知的追究学習だけでなく、再開発事業やその目的など身近で具体的な社会的事象と関

連付けた調査活動を取り入れることで、単元のねらいを達成したい。 

(2) 教材観 

本単元は、町の地域開発への取組を糸口にして政治に関心をもち、地方公共団体や国の政治は国

民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていることを、より広い視点から考え、判断する

力を培うことをねらいとしている。また、具体的に取り上げるものとして、特に防災に関わるハザ

ードマップ、地域開発に関わる地域交流館や大豆乾燥施設の建設などがある。これは、身近な自然

や生活など地域素材をメインに取り上げることで、自分たちも「町のため、日本のため」にできる

ことはないかを考える郷土愛を素地とした社会参画への意欲付けとなるふるさと学習につなげる。

さらに、「国民生活は、地方公共団体や国の政治の働きが反映している」ことを明らかにする調査活

動過程で、ＩＣＴの有効な活用と、既習学年や各教科等で培った活用力を発揮しようとする態度を

養う。 

(3) 指導観 

指導に当たっては、町民の願いを実現する社会保障や災害復旧の取組、地域開発事業が、生活の

安定と向上を図ろうとする政治の働きによるものであることを実感させるために、調査活動を充実

させたい。主に、町の防災への取組や農業施設建設による再開発事業を取り上げ、町民の願いを明

確にし、政治の働きを考えさせたい。また、政治の働きと生活との関わりを調査する過程では、電

子黒板やビデオなどのＩＣＴを有効に活用し、学びの深まりを期待したい。さらに、学習活動にお

いては、対話を多く取り入れ、「児童と児童」、「教材と児童」などの交流を積極的に行い、協働的な

学びを展開したい。 

・ 特産物や自然条件、土地利用などの資料を取り上げることで、特に町のよさを生かした地域開

発への調査活動の充実を図る。 

・ 地域クイズやアンケート資料の提示、また、討論を活性化するために、ゲストティーチャーの

招聘やＩＣＴを活用し、問題解決や追究活動への意欲を高める。 

・ わたしたちの願いと政治とのつながりをより身近に実感できるように、町の事業に関する資料

収集、そして町職員や防災専門家などの指導者招聘に努める。 

３ 単元目標 

(1) 町の開発事業への取組を糸口にして政治に関心をもち、人々の願いと政治の働きの関わりについ

て、意欲的に調べ、課題解決に向けて、考えながら追究することができる。（関心・意欲・態度） 

(2) 人々の願いと政治との関連や政治の働きについて、地域発展や社会保障などより広い視野から適

切に判断し、調べたことを工夫して表現することができる。（思考・表現） 

(3) 政治の仕組みや働きについて的確に調査活動を行い、関連資料を目的に応じて有効に活用するこ

とができる。（技能） 

(4) 防災や地域発展への取組をはじめ、社会保障に関する地方公共団体や国の政治は、人々の願いを

ふまえ、国民生活の安定と向上に大切な働きをしていることを理解することができる。（知識・理解） 



４ 学習計画（   は、協働的な学びの場面・☆ＩＣＴ活用の場面） 

次  主な学習活動・内容 ○の中の数字は時間 評価規準（観点） 

１ 

町が建設した公共施設を紹介しよう。（１時間） 

１ 公共施設を調べる。 

２ 町の政治との関わりについて考える。 

・図書館やスポーツセンタ
ー、ハミングロードなどに
関心をもち、学習課題を進
んで設定している。（関） 

２ 

社会保障の現状を調べ、話し合おう。（１時間） 

１ 福祉や健康医療、子育て支援など社会保障の現状を調べる。 

２ 安心した生活と政治の働きについて考える。 

・命に関わる町民生活の安
定と向上のために、政治は
大切な働きをしていること
をまとめている。（思） 

３ 

自然災害に強いまちづくりについて考えよう。（１時間） 

１ 町の防災への取組を調べ、町民生活の安定と向上と町の政

治の関わりをまとめる。 

２ 土砂災害とその対応について学び、防災への知識を深める。 

・防災への取組を調べ、生
活の安定と町の政治の関わ
りをまとめている。（思） 
・危険予測や危険回避の大
切さに気づき、未然防止・
初期対応・事後対応策など
を理解している。（知） 

４
（
本
時
を
中
心
と
す
る
学
習
活
動
の
概
要
） 

地域の開発について調べ、生活と政治のつながりを話し合おう。
（３時間） 
（大課題）「町を元気にしたい。」という町民の願いの実現を町

の政治から探ろう。 
①道路建設や田畑の改修工事など地域の開発について調べよ
う。 
１ 安全や便利など生活向上のために行っている町の事業を調
べ、発表する。 

２ 町民の願いと町の事業についてノートにまとめる。 

・便利な生活をするための

政治の働きについて、具体

的な町の事業から進んで調

べ、まとめている。（関） 

 

 

②町が地域交流館施設を作ったわけを、町民の願いから探る。 
（本時） 

１ 地域交流館建設の概要を知る。 
２ 農家数や耕地面積の増減について、討論する。 
☆ 討論の際、自分の考えの根拠となる資料をＷｅｂカメラで
写す。また、学習問題にせまるクイズや資料は、電子黒板で
提示する。 

３ 農家の人の思いについて話し合う。 

☆ インターネット電話を活用し、実際に農家の人の思いや地
域交流館の人の話を聞き、学習問題の解決を図る。 

４ 地域の発展と政治の働きについてまとめる。 

・地域の再開発に目を向け、

人々の生活と結びつけて、

政治の働きを適切に判断し

ている。（思） 

・討論を通して、自分の考

えと友達の考えと比較しな

がら、分かりやすくノート

に書いている。（技） 

③総合計画や予算など町の政治の仕組みをさぐり、その働きを

まとめよう。 

１ 町の総合計画の資料をもとに、予算や事業などから町の政

治の仕組みを調べる。 

２ 生活の安定や向上の観点から、将来の町の姿について根拠

をもとに話し合う。 

・資料をもとに、町の将来

像や税金を含めた予算の使

途について調べる。（技） 

・政治の働きを分かりやす

くまとめている。（知） 

５ 

選挙制度について調べ、選挙をとおして、政治に参加する大切
さをまとめよう。（１時間） 
１ 予算を決める議会の議員選挙について調べる。 
２ 政治に参加する大切さについて話し合う。 

・人々の願いを伝える議員
を選ぶ選挙について、仕組
みを調べながら、その意味
について考えている。（思） 

６ 

県や国の政治について、人々の願い実現するための三権分立の
仕組みを調べ、まとめよう。（１時間） 
１ 三権分立の仕組みを調べる。 
２ 地方公共団体と国の政治の働きと生活についてまとめる。 

・国の政治は三権分立の仕
組みをとり、人々の願いを
実現していることが分かっ
ている。（知） 

 
 



５ 本時案 
(1) 本時の目標 

農業の維持・振興という町民の願いと地域交流館建設との関わりを、資料活用や聞き取りなどの
活動を通して調べ、生活の安定は町の政治と関わりがあることを的確に判断し、まとめることがで
きる。 

(2) 研究テーマとの関わり 
農家の人の願いや地域交流館の建設意図を、資料やインターネット電話による取材を通して考え

ることで、生活安定と地域発展に取り組む政治の働きとのつながりについて自分なりの考えをもち、
友達と意見交流することで思考力・判断力・表現力を高めることができる。 

(3) 準備物 
写真（大豆施設、町の自然、特産物、休耕田他）、町の特色クイズ、統計資料（農家数推移、耕地

面積推移）、アンケート資料、電子黒板、カメラ 
(4) 学習過程（   は、協働的な学びの場面・☆ＩＣＴ活用の場面） 

学 習 活 動・内 容 予想される子どもの反応 教師の支援 
１ 地域交流館建設の概要を知
る。 

・県や町の補助 
・2002年(平成 14年)完成 
・地産品販売施設 
 
 
 
 
２ 農家数や耕地面積の増減に 
ついて、討論する。 

・増加－豊かな自然、特産物、
施設のにぎわいなど 

・減少－休耕田や荒れ地の増加
高齢化 

 
 
 
３ 農家の人の思いについて話
し合う。 

・土地の荒廃や農業の衰退の心
配（町民の願い） 

 
・地域交流館建設による農業の
振興と町民の交流（町の取組） 
   ↓ 
地域発展、生活向上 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 地域の発展と政治の働きに
ついてまとめる。 

・町民の生活向上につながる政
治の働き 
 

・県、町の予算で、地域交流館 
が作られた。 
・行ったことがある。人が多い。
加工品や作物もいっぱい。 
・なぜ、この施設を作ったのか
な。 
 
 
 
・お米やいちご作りが盛んよ。 
・いちじくの生産は県内一だ。 
・だから、農家数は増えている
と思う。 
・荒れた田が増えているから、
耕地面積はきっと減っている。 
・田や畑が荒れてきたことが、
農家の人は心配なのかな。 
 
・町民アンケートの資料を見る
と、荒れた田や畑をどうにかし
てほしいと一番思っているね。 
・農家の人に聞いてみよう。 
・やっぱり農地の荒廃は心配だ
し、寂しいんだね。 
・交流館ができて、農作物を手
軽に出せるようになり、がんば
って作っているんだね。 
・「交流館に行き始めたら、やめ
られない」と言っていた。 
・地域交流館の建設やそのねら
いなど責任者に聞こう。 
・農家の人は、喜んでいるね。 
・最近、耕地面積が増えている｡ 
・農家数も増えているよ。 
 
・農家の人の願いが県や町の取
組によって実現したみたい。 
・わたしたちの生活は、政治の
働きと関係があるよ。 
・町の計画や予算などについて
もっと詳しく調べたいね。 

○完成までの期間、規模や予算 
など具体的に説明し、県や町の 
支援施設があることを捉えさせ 
る。 
○施設建設の疑問となる発問か 
ら学習問題にせまる。 
 
 
 
○関係資料は、前時の土地改良
の際に示し、事前に自分の考え
をもたせ、討論を活性化させる。 
○討論の際、自分の考えの根拠 
となる資料をＷｅｂカメラで写 
し、主張させる。 
☆学習問題にせまるクイズや資 
料は、電子黒板で提示する。 
 
○町民アンケートを提示し、農 
家の人の思いを探ることで、討 
論結果を検証させる。 
○地域交流館と農家の人の関わ 
りを中心に話し合わせる。 
○農家数、耕地面積とも増加傾 
向にある資料を提示し、地域交 
流館の意義をおさえる。 
○町の取組について、大豆乾燥 
施設の建設や圃場整備、予算な 
どの資料を提示し、補説する。 
○地域交流館の責任者をゲスト 
に招き、課題解決にせまる。 
☆インターネット電話を活用 
し、農家の人の思いを聞き、学 
習課題の解決を図る。 
 
○町民の人の願いと政治の働き
のつながりについて、プリント
に簡単な言葉で書かせる。 
○農業関係の他、町づくりのた
めの計画が作られていることを
知らせ、次時の学習につなげる。 

(5) 評価（思考・判断・表現） 
  地域交流館建設のわけを、町の現状から町民の願いを考えることで、町民の願いと町の政治との
関わりについて、分かりやすくまとめている。（自分の考えを記述したプリント・全体の場での発表
の姿） 

農家の人のどのような思いから、町は地域交流館を作ったのだろうか。 


