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社会科授業研究の実際とその課題
　　　　　小学校高学年を中心として

清　野 要（琴桑嘱・1一社会讐教諭

至．社会科紛授業のとらえ方

輩．意識紛ズレ

「究生．製鉄所って韓ですか。」蝋わたしたちの生

瀬と』凱薬膳の学習に入って王2時開講，瀬舞内工業

縫賊の承1潔こおける製鉄瞬の学習の中で、突然（）

野だ駿幾をした，鉄1蚕繍が作られる過程を講べ

ている鮫申であった。許どもたちの縫線は、一一一斉

に（3子に鶴隷られた。嘉然である。そのこと1ぎは

もう驚痩もIlにされ縫われているからである，　「

だ救かわかる入に、謎響iしてもらおうね、…と説題を

深めた。しかし，挙手する姦はいない、まさか製

鉄所くらいは説覇できるだろうと患っていたの1こ

手が挙がらない，あわててたずねる。「製鉄所って

てわからない汽．」なんと．三分の二道くの一罫ども

たちが手を挙げた。　「わかってはいるけれど、改

ダ》て説羅をといわ震るとうまくできないかも磁と

いうヂもいる、いずれにしても，こんな状態でよ

く書受業を進めてきたもグ）だと、いまさらながら講

分グ）毒導のまずさにあきれながら，そのままにし

ておけないので子どもたちと講べ嬉めた。

　教秘露や資料集をめくる子，車輿や欝霧にあた

る許などさまざまなぢ法で、霧べ始める。　罫せいて

つ〔製鉄〕鉄鉱（てっこう）養を精練して鑛（は

ヵ鯵ま1をつくること。珪葬残：製鉄所曇教室の蓑馨霧
　　　　　　　ますにあった擁1議事典には、そんなふうにでていた．

　（）糞ま，糞鱗な表鷺で友だちの発表を饑いてい

る。もともとわからないというところから畿発し

て1いるのであるかゴ）、護1蘂の解零艇ぐらいで納奪塾す

るものではないし、また，ある意舞未では，小単電

の学欝を遷して運解さ親得るものでもあるように

も患えたが，せいぜい職鉄をつくるところ．　ぐ

らいはわかってほしいという期待はあった。しか

し．それにしても首をひねった導ノ…トの文字を

発ていた脅してお婁）簿となくおかしい，、慰い切っ

てどの程度わかったかたずねて琵た。

「ええと，あのね，製鉄霧ってね…一…・」

（）子が説醗を始めた。確答ほ，次の通1｝である。

鉄をつくるのが製鉄所である。

姦黠毒にもそういう工場がある。

　火花を散らして（溶接して）いる工場を

箆たことがある。

　鉄がその工場には、たくさんあった．

　そこも鉄をつくるところだろっ。

　まず、製鉄所というのがわからない。次に，お

ぼろげながら薮1分で考えられた製鉄謬蓄は，実は鉄

至二場1鉄を軽科として簾二£する、凱場1であぎ／，鉄

そのものをつくる工場と鐵1違いしていたのである．

　「製鉄｝聾と譲舞か」という疑問を表戯した〔）子

に対『しては，今までのかな1｝受酵身的な学習態渡：

から考えてそれな1｝の、建懸をしていかな酵ればな

≠、ないが，（〉子が考え（意識し）ていた製鉄所鶴

繕するイメージの違いに養翳していく必楼iiがある。

離述．したようにt襲業集票鷲ということについては，

・1・蟻溝の学欝を通して豆三しい認識がなされること

であると考えるが，それにしても大きなズレであ

る。学参の羨あるい1ま摩1習の率でもう少し攣・くこ

のズレをとらえることはできなかったのだろうか。

製鉄醗の意味がわからないうえ，○畢が欝分の

発絶していた事箋と重ね合わせてとらえようとし

た製鉄所とも大きく食い違っていたのである。それ

に気づいたとき，（〉子の疑霧が縷てきたグ）である

が，そ綬ではそ親までの学翼は0子にとって何だ

ったのかという大きな調題がでてくる。蕎学年生

であることを考えると，いつでも嚢接的な体験や

経験あるいは見学等にのみたよった学習であって

も鰹る。資料等を駆養し毒接見饑きすることので

きない縫合的事象に対する姦しい認識を深めてい

くことも必要である．それらをふまえて，（）子が

いだいた疑霧、ズレ等を事書填こ十分とらえ，今蓑

の繭グ〉子どもたちが，簿をどのように考えどんな

疑問を欝っているのかをとらえておく必要がある。
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2．　子どもたちめ姿から

　子どもたちの学習の様子は、実にさまざまであ

る。その中には，私たちがいいなあと思うような

たいへん意欲的な取身）緩みの姿を躄ることがある。

そういう面から考えると．程度の差こそあれCl子

が懲分で質観をして製鉄、所の意瞭をたずねたこと

もそういう姿のひとつであるとみることができる。

　私たちが授業に臨むとき，学饗の多くの場嚢で

意欲的に縫会的事象を追究する姿を簸待している

のは，いうまでもないことである。では，真棒的

にどのよう裟指導すれ．ば，意欲的に縫全層・の学習

に取1）緩み，察分が講べ，露分で解決していくよ

うになるのだろうカ㌔

　私たちは，本校の教科共購醗究の中で，意欲

的に社会科の学習に取碁／緩み畿会的事象に確かに

はたらきかけている子どもたちをみつめとらえ，

その背景を探った。その結果：は，次の通垂〉である。

　ζ意欲縫《こ学ぶ子どもの背景紅あるも《参肇

　祇会的事象に確かにはたらきかけている子ども

の姿の背景1こは，舞がある命だろうか。董年のド

きゅうしょくのおばさん」の学習を鱗に考えてみ

よう。

①資料との繊合い壌どから生まれた追究意欲鈴

　も鯵あカず鯵寿ぐある¢

　εえっ，こんなに大きいヘラを鰻っているの、

「給食のおばさんは，どうしてビニ痔のエプ冒ン

をしているのかな頃など，導入時や追究の籔々に

おいて強い驚きや疑鐸を持つことがある．このよ

うに，驚きや疑鷺を感じとれる資料との墨会いは，

子どもたちの追究意欲をも身｝あげ．課題解決に主

体的に取ぎ｝継ませ，桂会認識を深めさせていくの

である。

②霞幕な鯵の考え・方法で祇会的事象を追鷺す
　　む　　　る

　る構え（態度〉がある。

　「こんなに大きなヘラをどんな時に優っている

のか，給食室1こ行って発てこよう，〕「給食室に

行けば，おばさんに輝くこともできるよ毒など，

露分な掌）の解決方法を播っている子どもたちは，

義らの力で課題解決にあたろうとする子どもであ

る。もちろん，羅有の経、験や醗知一事項を手がか鯵

に解決の方法を考えた1），課題1こそってまとめた

1》する力も大燐になってくる。

③　授業砂廉々において，簿を学習するのかを濤

　覚している。

　給食室の見学に行って，ヘラがどのように綾わ

総懸隼3鐸

れているかを絵にかいた1ラ，給食のおばさんに質

題した章｝できる野どもは，今，繕を学饗している

のかを露覚している。導入時における課題意識が

解決の場藏にまで持続していることの現れである；

このように，授業の廉々において，今擁が縫題に

なっているのか，｛薯をどう解決しようとしている

のかを，ひと1｝ひと1》が臨覚し，縫えず望ましい

学習への意識を持っているのである響

　このように，意欲的に社会科の学習に立ち講か

っている子どもたちには、追究意欲のもりあがり

があ蓄／，lll分なl／の考えや苔法で縫合的事象を逡

1達しようとする華舞え（態纏葺毒｛あ諺，授業の露i々

で今学鬱していることの貯覚1望ましい意識〉が

あるのである。私たちは，どの予もこのような姿

で桂会税の学識こ取1）緩んでいくことを簸縛して

いるのである。

　で1ま，一子』どもたち寿ご，宅t全蜜｝グデ糞鷲慧グ）中でこの

ような姿を見せるようになるためには，教鎌は．

韓を，　どのようにしな1ナ農ぱならないのだろうか．

私たちは，数々の実践の串から教締のあ垂）弩とし

て次頁の褒潅のようにまとめた。藩

　藝の麟の子どもたちが，今繕を考えどのように

娃会的一事象を受けとめようとしているのか，どの

ような疑問・匿1題を持とうとしているのか，私た

ち諺，0子のような場合を考え授業にあたるとき

レ分1ことらえておく必要がある。それが、衰耄中

の「ひとを｝ひと垂）グ）多様な姿を箆つめ・とらえる・

ということである。このことを確実に行なってお

かないと，教麟擬の憲披なアイテヨアや一際的な

資餐の援承で授業が進めら鹿てしまう麓横難があ

る。子どもたちの考えや酸いが生かされない学習

の展麗になってしまうのである．

　たった圭較の丁費資料を提示しても，子どもた

ちの受確ナとめ■右は，実にさまざまである。嚢己の

践有経験や雛知事壌に大きく左右され，教瞬が期

待している反応だけが遜ってくるとは鍛らないし．

表麟的に活発な畢どもだけが意欲的に学習に菰ち

癖かっているといえない場合も生じてくる。私た

ちは．そうした続会的事象にぶつかってくるチ

ども業媛会讐における麟の1またらきかけを孝その

子の表麟的な活動の様糧が活発か糞かでとらえる

のではなく，その子のその子な彗の内懸的な課題

解決へのもl／あが蓄｝をもって，琶会的事象の惹昧

　　　　　　　　　　　　　　　ギおについて追究しようとする取彗綴．み凄ととらえた。

したがって，一野どもたちの篠穣をしっか1｝とらえ
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表潅　燧のはたらきかけに癒える教締めあ縫方
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4L授業の鰍　て翻ひ璽確かな轄」
　　　意識を持たせる資料の提示や教麟の発問

ておかなければならないし，教麟が考えた資料を

一一 E的に擾囃してもその愚昧をなさなくなるので

ある。たったi枚のTP資料を縫示するにしても．

簿を，　どんな寺法で，　どのような角度から鍵題す

るかを，それまでの許どもたちの学習の様旗や

取辱績みグ）姿勢，｛本験や経i験などさまざまな霞1か

ら考えていかない綴り．そどもたちの考えに沿い

ながら考えを紳1ぎし深めていく学習にはな峠えないの

である。子どもたちの意識を探弓望ましい意識の流

就を絶えずとらえ嘗てていかなけ彪ばならない、

　5年「わたしたちの生活と農業」　　いろいろ

な農産物の生産・聾菜㎝一一一の学鶯の導入で．野菜

栽培の特色をとらえさせようと下のような厚真を

拡大して提示した．これは，醸織薦の霧離のビニ

ルハウスグ〉写真である．講様に宮麟単費における

ビニノレノ＼ウスのf耳糞も丈量卦ヒ嚢稚に提フ罫した。　しかし，

見てわかるように，写糞からは羅漢であることも

とらえられないし，第…子どもた払と覇部や臓継妻

とのかかわ鯵がないのであるから，一方的に与え

らオした許どもたちξまとまどう1ま㌧む工鯵である。樺｝ゐユを

　　　　　　　　　　　　　　　　考えなけれ

　　　　　　　　　　　　　　　　‘ぎと㌧強う』意

　　　　　　　　　　　　　　　　気込みだけ

　　　　　　　　　　　　　　　　で慧どうし
ょうもない．

子どもの考

えが立ち入

るすきがな

いからであ

る．糖果がさんたんたるものであったのは，いうま

でもないことである，このような結果を繰1蒼墓さな

いためにも，授業の導入時にお謬る資料の跨鎌は，

重要なことになる。そして，しっかl／した社会認識

を鳶てるためには．導1入を含めた授業1の廉々におい

て子どもたちの意識が畜てられていなければなら

ない。そ殺には，蓑麟こもあるように，まず多壕

な姿で学、試ひと鯵ひと睾）の遷究グ）様替1をみつめと

らえることをしなければ1ならない．その子が今鱈

に大きな関・むを持っているか，その子はどのよう

なみ芳考え蔭を今までしてきたか．既存経験は，

もしその許がこういう資料を箆たらどのように考

えるか等を見極め授業にあたらなければならない。

そして，授業のそれぞれの段欝（節々1において

奮てたい子どもの姿（望ましい意識1を具縁約に

イメージ化して授業にあたることが大切1こなる、

　私たちは，縫合認識を畜てるには，授業の節々

において，学翼内容に鰐する子どもたちの意識が

高められていなければならないと考えている．こ

の意識を鞍ま会的事象を追究する遜程において，

雍分（みんな）がしていること，考えていること，

感じていることが臨分のものとしてわかる（霞覚

できる捻こととおさえた。この意識を高めさらに

それの学習における流れを瞬確におさえ持続させ

ることによって，藩擁のように子どもたちの考え

にそぐわない資料提示や（）■子のような子どもの存

在を考えずに教麟だけが先走鞍するような授業か

ら抜1ナ戯し，子ども嚢らが縫会的事象を主体的に

受睦とめて考えていけるような授業をめざした。
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琶　社会科⑫授業の串における意識紛流れ

1．意識の流れ

　麟須玉で述べてきたような子どもたちの望まし

い姿を数々の授業実践の中から探量）思し、i単位

時閣1こおける指導過程1こ沿って考えると下の表2
　　ヤ　　　　　　おシ
のよっになる．

　こ才tは一計どもたちが、臨ら鮭会的事象の突醗に

表2　望ましいはたらきかけめ姿と教範の手だて

あたるために必要な学翼への意欲，学鰐への構え

！態度／そして学禦への意識1こ臠して，望ましい（期

待したい）子どもの姿と攣ねたものであるとも考

えられる．

　この中で持に注意したいことは，．奮識とその流

農である、許どもたちが学麟を進めていく廉々に

おいて確実な意識を持てるかどうかで、学齢越谷

に対する選解グ）蓄髪霞：；が乳蔑まってくる。

　まず，導入段i雛こおける1難題慈善叢，おかしいな

あ，どうしてそうなのかなあということをとらえ

　　　　　　　　　　　それらの中から追突に薩

　　　　　　　　　　　する懸纏ある課題を考え

　豪蔓ましいはたらき力痩ナの姿
i◎　　購え　　・　意識　　　　1意欲）

教　麟　の　手　だ　て

⑨　礎示された資糧こ触感に覆癒し，

　　　　　　　　　州資料勇　　みとりが挙手・分な野ども

　学翼課題を駐つけようとする

　。　あれ，どうしてそうなってるグ鮎

　臼　おかしいなやどの馨題を講べて

　　いけばいいのかな．　（懸題慈識）

　。　みんなで学覆するの1ま，こグ）闘

　　題だな．　　　　　（課題意識1

　　　よし，○（）の麗麗をみんなで翠・

　　く認べてみよう．

◎　羅膚の経験や　駿知事填を手がか

　身｝に予想し，騨決のか法を考える．

　・　～～が～～だから，もしかすると，

　　～～かもしれないぞ．

　。　この義の学翼では～一だったの

　　で，～一の書法で講べるとうまく

　　講べら震るぞ．　（雰法意識〉

　　　最袴に，○○さん菊や縫方で講．

　　べてみよう．

◎　諺分たちの考えた誉決で．課題を

　講べ解決する。

　・　一～で講べてみたら，こんなこと

　　がわかった・　　（跨容意識〉

　　　やつば吾｝そうだった．もっと講

　　べてみよう．

◎　課題にそって本時のまとめをする．

　ひ　～～と～～で1ま，　こうレ、う才）1ナ

　　があったのか．　　　（域衆意議〉

　　　～～のことはわかった諺ど，～

　について諺わからないから誘べてみ

　たいな．　　　　（新しい鷺題意識）

も、興練・薩心がわくような資舞の跨

糠と堤題のしナ∫を£失する．

　髭どもの観察した結果をカードや絵、

などに義理したものを資料として鍵激

する．　弱麩を生かす資料グ矯鍵表）

　ひとl／ひと毅こ講べてみたい靉靆を

慕三らせ．そグ）霧題が課題として遜燐か

どうかを吟瞭させることによって，纏、

鰭ある課題’＼の無点費二を鑓って弘・く．

　ひと1｝ひと鯵の難いや寿法を大難にi

し，纏のある遼究鋤灘を罵意しておく．i

　はたらきか諺の灘い糞こも苧懇でき，

いる資欝を答えたり．鍛に表堤させた零

するなどして予想できるようにする．

　疑有の経験や難難事襲をもとにして，

その子なl／グ〉綴拠ある予想を一直てさせ

て，どの寒渋がよいか跨線させていく．

講べ醸船で断て略建穣こ
は，蕪勤資料を与えた量｝，友達の考え

を紹介した与するなどして、課題解決

への意欲を麗していく．

　ぎ1分が講べたことが正しかったかど1

うか，　友3塞グ）奪えと圭と牽交しなカ｛ら翼今臨ヒ

させる．〔議し合い）

　露馨暮撃攘彗グ登舞を設5芝することにより

わかったことをはっき弓させる．｛賞誉｝

　蓬究意欲の鰍い子どもにも，次鱒ヘ

グ鷲塾拳響意欲を喚起するような｛またちき

かけをする．　｛資料の握拳・発羅〉

らない。次1二，解決の箆

遽しを持ち、　嚢分な弓グ）

予想を艶てたサ講べるた

めグ〉お法を考える（航法

：愚識》ことが必要になっ

てくる，そして，1’1分た

ちの考えた弩法で課題に

ついて調べ解決を麟駅内

　　　　，斎）カ・つたこと

をもとにした1縫続欝舞越谷

と関連づ経た毒しながら

娃会的事象の蓬1縫を糞分

とのかかわ1タ等を大差婁㍊こ

しながらとらえていく

経義果1響擁護）ようにしな

ければならない。未解決

内容や新たな疑総は，さ

ら1こ引き続き肇舞舞する｛

新しい謬ξ饗套馨講談）よう1こ

ならな哮ればならない。

もちろん，季受業グ〉舞努々と

いっても睾豪を瞬くように

明確に分時られるもので

もないし，　1毒七輪警斐1こ難

．鞄がおか爽るものでもな

い。その時々の銑どもた

ちのかかわl／で稔度の差

はでてくるが．いずれに

しても．基本繊ここの流

れを欝麗して考えて授業

にあたることによって海

容への深ま瞬こ邊妻｝たい．
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2．授業の実際

　1舞爽表2「望ましい1またらきカけの姿と教麟の

手だて」をもとにしてつくったのが，次の授業’集注9

84．ξ、暮，礒：究公鵜　　である。

　授菱の実繰に難して，その様ダーを述べてみる。

〈導入の段繕〉

丁　　蕪本の議舞捷灘，主な漁1巷を麟7｝誇，鐸拶姦・八

　戸麟套巷にお1ナる一水揚げグ）様子グ〉パネル写撃蓑是フ罫

C多うわあ，すごい，鐘銘だ，　（写真内のトラッ

　クの、文1壕：から糞莞み取る癖）

C多ひえつ，魚があんなに．えっ，いわしなの。

τ　全縫の漁港の数継総3港）提示．

C争ええっ．そメ、なに灘港があるの。

τ僚懇灘の申に｝鍬霧各と八鋳の水撒デー雛墨示．

C　究生．どうしてあんなに漁港があるのに2つ

　の港でたくさんの、奪、が水揚げされるの，

受こグ）一鈴の疑簡が取1）綜デら震，本時の学習課題

「霧〉椎金牌　碑3緩　　授業審溝緊要
｛

1、一■鹸ま，，、轡∫欝欝購うこ｝，こよって、ど好響溜、．び擁噸・一叢

i　　ン八！　　　　送なイ．，，を舞蕪薙こ髪らえる二とができるようにする授業一一㎜匿”

1

1董挙髭名　　わたしたちの生活毯鐘業
…

12単元の鬱鬱

携憲　，鉱凝議難論欝響鴛葉叢熊毒薬蟻謙語纂i

l，鯵睾細舞．轟講プ勉ていること塑）えること．、できるよう1こす靴」に鷹塾，

1　グ魔搬を姫る擁，難鞍1強磁く駈観捧で羅よ匁する、
L3溶融麟を1嫁ご1鋤て裸鞍灘秘こ幼ま鷲融う馨る．
13授業《野）羅漢藝　 緩急茸無数翼果讐量i｝

匹鱗と癬…一一・・…　騨蒙礒擬ノ　礁瞬
1　罐　獲本の承薩叢と灘粟・…・『…　　　　　番　こ農からの水産業・………・・r…一一…3嫡

14▼麟によ慧畜緩い

1　　こ蕊まで数f：のたくさん桑てくる資料はわかるようで熱からないという懇懇を祷っていた璽

i織るが、舞蝶癖で灘轡一1襲．こ・鷲耀磁鞭驚き，論難如
　　小さいのだ毒ち承1嚢の広さ諺ものすごい。こんなに広いのだかち激の徽産雛が貸本…一なんだ」

1とまとめて鴨そ風「綾演↓津備こ臆難で雛でき赫’絶駄と述べ
1て略紡績ち携え歎きゆさ鴻舞殿瞬象・塑威ることは議離擬
t総轄麟歎き瀬聾してち踊嚇漁
1　　奉勅グ睡　こ乗一ンてみたし、というのが野どもたち1こ集遠した麟いである。実現が無運なら　．
｝

　　難まめて手紙でという野どもたちの灘いを生かし水揚1鐵の多い鐸i難・八難鹸港か；）象芽｝害せ

　　、㌦蓊欝をもとに．毛・1奉揚水産業　鍔舞鶴な姿をとらえていくことが挙・墨、導絶跨ねらいとなる．

　　噂爆繁は．瞬，，憶、こ承i箭“糞1る禽獲や難，澹鱗の数・漁霧等を講べるこ猿こよ・’・一i籔や双

　　舞一、海難が蓋んであるわ汁をと毒えることカてごるようにしたい

　　　そのために，叉禦クレーつで大縫グ）魚を承揚1デしている写．蔑を援還することによって，続鏡、

　　資親には摂叢を示す擁露こもい・一　・どこでた・たのか，繕という魚なのか、こんな1こたくさ

　　んの魚を乙農力ぜ、どうするのかなどグ）疑，癖を．￥たせたい　そして，’毒各や六夢岨““業が盛んな

　　のはど一一一てだヌうと1・・う課題にせま婁っ一せ∫恥い、蚤どもたち慧，今までグ）学習を生かして海流

　　や漁場など偽識、曇ら様々な予想をするこヒが考えられる，そ戯を重かして，どんな嚢1舞があれ

　　ぼ灘灘難しる蠣．と、謬決磯通しを持たせ鰍、轟織あたらせたい．教鰭i

　　や蜜群集『’『4は，興綜鋳な数鑓誓2隔、などびとらえき駿．ないグ）で～磯猫から耳嬉｝憲せた資舞

　　に気／、せ、そ角番から無縫や承揚げ難，漁。嚢の数・漁一睡を携…し議し，悪難の藍んなわ1ナを　・

　　昼、えて、ゾ姿饗鑑たい、そ誉る読，二詔て、灘廃絶難語せ勧｛ら」繊

　　1こ課題を解浅＿ていくこと寮できるようにしたいと考えている一　　　　　　　　　　　　　1

　§　本時⑱匁叡・

　　　鑑蜘“…．態でiよよ曝露廼くにあったぎ麟講が整って嚇する置灘灘薩1
　　地とな1凄i，嚢が一蹴もであることをとらえるこヒができるようにする，　　　　　　　　　　　1

が，　「銀鶏，八戸で水あげ

量が多いのはどうしてか」

と難箋．顔｛ヒさ重し豪宍1まる。〉

〈予想を識す段購〉

（課題をノートに書いた野

は，もう二予想を嚢にしてう

ずうずしている。）

T　では，難いてみよつね．「

C　濃｝カご■大きい。

（1　無謬餐と八難の近くで緩

　蔵と寒流がぶつかってい

　る．

C
C
C
C
C
C
C
C

　．、蚕つかっていないよ，

　港の鍛灘が整っている．

　フ’ランクトンが多い．

　大きな船が多い。

　圭轟1勇力ごいい鼎　糞饗の琶羅

欠灘、書籍1こ1愛い印

　．撫、が住みやすい。

　寒いのに縫撫している。

　飽の1巷の蓬｝カごたくさん

、来る，。、

〈調べる段購〉

c多数郵衰叢ッ　裟箸孝落菓守士毯露1

　鞍など手持ちの資舞を健

　・りて講べる。

（⊃　でてないなあ。

C　あ，あそこで探せばい

　いんだ。（地1灘纏の索撰を

　発て｝あっあった。

斐銑ども丈こち1ま，　糞づ｝の考一

えた予想に鯵癒して調べ始

める．もちろん，送られて

きた資奉畜を」馨める三野もいる。

中には，資料であれ1ま奪｝で

もいいという考えで資料を
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6　展雛遍程

・　学　翼　内　容　・　薦　鵜　　時繋　　　　　　　｝ 捲　導　の　要　点　　・　野　懸

1灘　資麟を発て本時の学欝課題を　5分

　とらえる．

o　鑛雛や八戸で漁業が盛んな

　の1まどうしてだろう、

麟　どうして難業が整んなのか予　欝

　悪し，そ農を講べるのに諾凄な

　資辮を考える．

　G　魚の種類

　o　漁場

　○　船の数

織　鐡難や八戸で漁業が整んなわ　歪5

　けについて調べる臼

　○　暖流と寒流…一魚韓・漁場1

o魚種襲水揚げ量

O　港とその設備

○　雛の数

欝　　o

韓　講べたことを発表し争漁業が

　盛んなわけについて議し合う，

　O　漁場との懇孫

　　◎　遼澤濾業グ〉基地

　　O　沖合難業

　○　港の設繋

　　○　冷凍繰管

　　●　撫工越理　　　　　　　5

1鯨本時のまとめをする．

　　舞1艶と農舞1讐で謬翼こ取酵｛量1ナた大饗クレーン

　で大量の無を承揚げしている写真を握示して，

　統辞資料1まむずかしいと考えている璽畢にも，

　「どうしてそんなにたくさんめ魚がと震るのだ

　ろう、」という疑鷺を持たせたい。さらに，海港

　の承揚揮量グ〉グラフを提示することによって，

　鑛驚や八戸灌で漁業が盛んなのはどうしてなの

　だろうという課題をとらえさせたい、

　　海流に蓑饗して考える』予や漁場1こ緯点をあて

　て予想する子などが考えられるが，鍵二野にもで

　きるだけ羅響海容や羅難事項と結びつけて巌拠一

　のある予懸を立てさせる。そして，どんな資舞

　を襲えば調べ帰郷かというところまで箕鉢麟

　に考えさせ，癖決グ）琵透しを持たせたい。

　　教群書・資舞集・地麟緩からだ縫で1ま，鐡雛

　や八戸港におサる水霧1デ蟹やその魚種，懸の数

　などを異体的1こ調べることはむずかしい。そこ

　で，1馨分たちが送ってもちった資繕に礎点をあ

　て講べてみようという考えを蒋たせ，課題解決

　に必要な資孝集を選んで遷究させるよう1：したい。

　ない子に録しては．水揚げさせる魚種や量その、

　魚がとれる議所などに蒋轟させ具騨譲震ことらえ

ることができるようにする．

　　露分が講べたことを講べた資舞を示しながら

　発褒させることによって，穣礎を縛って盛んな

　わ諺をとらえら翻るようにする、さらに，港の

　旛設設｛薦の重要さに醤を爵締させるため紅写真

　資舞で港の様子を媛示していく。

　港の設驚が整った1）しているため漁業の基地に・

　なl／，難業が盛んであることをとらえているか。

　をとらえさせるために，どんな資舞から悔がわ

かったのかについてもまとめるようにさせる．

O　P夫や羅子のように講べたことをまとめき於

O　鑛i鐵や八戸で縁，よい漁場が透くにあったぎ3

0　課題解決にはどのような資群が毫腰であるか

C　ちがうよ．船がいっ1ま

　いあるんだよ．

丁　船の数ね．じゃあこれ

　を発てどう患う．　C下の

　講グラフを蝿示する、1

襲
　
　
ノ

　
　
“
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す
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び

　
　
舞
］
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1
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と喜｝1こくる一子もいる。〉

〈調べたことを発表し考えを深める段繕〉

C　プランクトンについて講べたんだけど，やつ

　は博あの逡は多いよ。

C　海流の影響もあ1｝ます。

C　海の深さを調べたんだけど一一曹．

鯉・ずれも決定的なものになっていない，、）

T　えっ・よその港からどうしてわざわざ送るグ）。

C　よその港から魚を送ってくるんじゃあないの。

C　えっ、よその港グ）船が

　そんなに水あげするの，，

（〕　わかった，港が『大きい

　んだ。

C　（つぶや⇔東駅の廓こ

　も大きいξ巷力｛あるの1こど

　うして？

C　髭生．よその港グ）船が

　たくさんきて承あげする

　のは．　漁重巒に迂重いし1巷力｛

　大きいからだよ，きっと．

C　無がくさってしまわな

　いのかな，

C　ここに講：いてあるよ。

1送られてきた資料を手

　にしながら）魚がくさっ

　た与しないように麩理、で

　きるんだ．そういう施設

　ができているんだ。，だか

　ら水あげが　 多いんだ、、

C　とった魚を旛』至二できる

　設縷iが整っているんてす，

　そういう漁港だから安・む

　してたくさん水あげでき

　るんです。

C　港がしっかりしていないとだめなんだね。

ぞ　八舞漁港のVT　Rがあるから確かめてみよう．

c　うわあ，鍛がいっぱいだあ。

T　ここは市場でこ擬が承を作る工場だよ。

C　犠ってるう．

〈駁夫の懇懇〉

　ξ巷寿ごひみつだ。1巷の霧隻｛覇力ごしつ力遵｝しているか

ら鐸蕗や八鮮にたくさんの魚が水あげされるんだ．
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耕せんなうちにれいとうした弓撫工した｝｝するの

が大事なんだ。冬でもこおらない港が窟海道では

大きくなった。

3　授業を終えて

　本時は，本時だけ挙独では歳宣していない。授

業案の「本時によせる難い」にもあるように，な

ぜ額艶やノ建・壕のかというところが試イントであ

る。醸繕の子どもたちと鐸拶書や八茎…霞ま，1姦華毒しな

い、、織ぴつきのない子どもたちに嬉して，どんな

に教辮が力説しても子どもたちは身を乗り鎧して

こない，，子どもたちが勢を乗善1鐵してくるように

するために，つぎのことを考えて本時（本心単元）

に綻びつけた。

ア．饒単元「わたしたちの生活と農業」の学鷲で

　寒どころ辮潟や露麟の野菜づぴ／等の異体的資

　舞1教科叢等にない鶴後送ってもらった資料）

　を優って学翼を進めた。　野どもたち1こ，どうし

　てそういう資料を入手できたか縫心を欝たせる。

イ．生産議の多い所の翼！峯的な資豪疹で講べること

　によって，そこを窓蘇にして経本の米づく弓や

　籔菜づくりの様子をとらえら震るという単離を

　進め．その方法について意識させておく．

ウ、礬水一の生産ということ1ま，それな蓄糞こ産業

　の様嬉をとらえる大きな予がか奮擁こなることを

　学難を逸して艮1本的に運解させておく。

　こ餐らのことカ｛大きな｛蔑革嚢とな1），　水産業の学

欝でも，水揚げ黛の多い鍵鶏や痘場こついて調べ

ればいい，講べたいという意識が作ら震たと考え

られる。そして．季紙を議して資料を送ってもら

えればという考えに結びついたのである。この時

点で，チどもたちの気持ちは，講港と太い線で結

ばれているのである。遠すぎる，穣手にしてもら

えるのか，送ってもらえるのか等々多くの心醗を

しながら申套1分たちが調べたいこと難童／たいこと

を露き識し送ったのである。そういう強い顎いが

あった1からこそ，資料が難いたときの毒びは，そ

れは，大変なものであった。以下は，感想の一藻。

擁男　毎難くるかこないかと露を長くして心難し

　　てまっていたら手紙がやっときた。心がハッ

　　とした。これから送ってもらった資料を参考

　　にして水産業の魑強を楽しくがんば喜）たい。

｝｛夫　先生がうれしそうにしているのを見たら資

　　料がきたってわか魯｝ました。はじめはこつふ

　　んしてな1｝ませんでした。とってもうれしか

　　つたです。

A子　資舞がきてよかったと思ったこと。①今ま

　　でわからなかったことが矛）かる．②権手にし

　　てもらえた。③こんなふうにして難強するこ

　　とがうれしくていいなあと、馨った。

τ｝　やっと麗いて安心しました。今まで見学と

　　かをして魑強をしたことはあるけれど．手紙

　　を撮して締かを送ってもらったのは韓めてで

　　す。魑強が，とっても楽しみです。

　小単元の学習に入る繭の子どもたちのこのよつ

な気持ちを大事にしていくことが，意欲的に縫会

麟事象に立ち晦かう子どもを畜てていくと考える。

　さて，授業の結果については次のように考えた．

1導入で肇

○　大攣クレーンでトラック1二大攣llこ水揚1ずされ

　る》・わしの写真。≦義暴各・ノ乱声と艮無毒窪にわカ｝る写

　糞であぎ｝「こんなに」とはっき善｝とらえられた。

○　全蟹の漁港の数。そんなにある中でどうして

　爾港の水揚げが多いのかと邊い蕎ちをかけた。

○　子どもたちの疑鵜がうまく議せる資料であ舜，

　羅嘩こ一の水揚げ量になるわ1ナを短籍たいといっ

　糧点から課題がしっか1ラ設定されていった。（幾

　題意識から課題意識へl

l予想で達

○　醗知事項や竃習内容を手がかき鷺こ，多くの子

　がさまざまな角度から予想することができた。

　今までになく多くの子の考えが墨されたのは，

　考える視．煮が瞬羅iにとらえられているためであ

　ると思われ．る。内容籏と方法露の轟方から考え

　が雄されている、　（方法意識1

総べる申で藷

○　鋲1分の予想に対応した彫で■講べている。

0　今擁をするのかが1まっきξ｝とらえられている。

○　講べられることと講べられないことの区騨が

　瞬確になっていた．　（内容意識〉

G　資i料の選檬についてはさらに焦点牝が必要。

1まとめの申で肇

○　事実からその意練を探ろうとしている．

○　特に．港の施i設に視点が議かれていた．　（漁

　港から送られた資料のためか。／この時，地の港

　の懸が承揚げしているという事実は，子どもた

　ちの1愚聾’臨を突き驚きを与え，この段購で大き

　な聯さ、茎ごl／をかけられ「どうして飽の港の船が

　くるのか」　という新たな疑羅フび患され，話し台・

　いが活発1こな鯵その意味の解瞬に考えが集中し
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　ていった。　（成果の意識〉

　そんな1こはたらきかけの強くないS予から本鋳

の課題が墨さ農たことは，讐筆するに纏する。し

かも，講容的に本詩意纒していた課題1こ葭緩する

籍纏あるものであるので．どの子にもとらえられ

る課題であった、さらに，全捧的にみて，今まで

の学欝を■暑分に悪難しながら新たな深ま弓をもっ

て授業を終えることができたということを考える

と，たいへん効果的で許どもたち硲考えのレベ膨

にしっかl／合った学翼であったと考えら舞る，つ

まり，子どもたちが，学習の籔々において今簿を

すべきかを明確に意識して学習にあたっていたと

いうことである。

　このように、許どもたちの意識の流れをト分に

考えて授業案を鐸威し授業にあたっていくことが，

実に重要なことになる．考える主棒潔がいつでも

子どもたちであり，無理なくそグ）深化が纒られる

ことを考えると，麟掲表2は，たいへん重要な麟

饒を含んでいるものであるととらえることができ

る。授業の中における各籔々の意識皿聡題意識…

課題意識一方法意識一内容意識一歳果意識一新し

い簡題意議！は，縫会的事象を追究する申におい

て軽度の差こそあれ，ほぼこの流れ1こ沿っている

ことが多くの実践の申から響銘，かにされている。

　その愚昧でも，蒙の麟の子どもたちをどのよう

にとらえるかがポイントになってくる，たとえば

事蕩にチェッタした子どもたちのさまざまな意識

を鰹藤壷などに整理することによって，一簿難蟹雛

海やその子特有の考え右などをとらえ，そ農らを

常に考えて授業を緩識していくことが大事になっ

てくる。そのことが，実践鎌にもあげたように子

どもたちの意識の流れに沿った教縁や資料の縄発

につながっていくのである．そして，当然子どもたち

の意議の流れに沿った学黎の襲雛二単元の弾ブき的縷

醗という必要も患てくるのである。授業の籔々に

おいて，表2にあるような予だてを講ビ，望まし

いはたらき力岐ナをする野どもたちを董穿てていくこ

とが、　野どもたち農らが疑会的事象に磧極的に慧

たらきか隷そ就らの意練を考えていく予にするこ

とに藏結するものであると考えている。

灘　今後の課題

「その子な1｝の表露的な活動の様嬢が活発か糞か

でとらえるのではなく，その｝のその予な垂）グ）内

懸章隼窪羅

嶽的な課題解決へのもりあがりをもって，縫合約

事象の愚昧について邉究しょうとする取り鑑み」

を難待したいということはすでに述べた遜辞であ

るカf，実聾祭1二授業をしながら1梅誤謬約なも弓あが1）

をとらえるのはたいへんむずかしい。，授業におけ

る鱗々の子どもの様子の活発さに大きく友誉され

るグ）が現実である。授業にお1ナる活発さを期待す

るのは，授業蒸として当然であるが，望ましい意

識の流れを基本にしながら｛乍つた授業案選1き擁こ懸

鱗の野どもたちを窒かしきれないでいる場合も多

い．生かそうとしてもなかなか患い遽睾君こならな

いほど子どもたちグ）考えは揺れ動いている，

藩．　ほんとう鉱意識していた紛か。

　6年「瞬疑生活と敬1治」鈴学翼に入る灘こ子ど

もたちの致1治についての意識講沓をした。，その結

果は，次の遜ぎ｝である．（調査大饗麟熱，記述式｝

○わからない一一鴛入

○駿麟一……一一5人

○税金一一一一尋人

○学較のこと”3人

G交通のきま1｝一3入一

〇鞍争がない…一一2入i

O米のねだん一一2人i

O新幹線一一一…一一2入i

　約3（）％の子どもがわからないと答えているのに

1ま驚くカ｛，政濠鋒うf襲う｝たちの生ξ雛と．赴きくかカ・わ

っているということを巽纏的にとらえられないで

いる環状がわかる。こ農が，　「わたしたちの生漉

と敬重台のカ・毒ソっ鯵ゴグ）学蓑響季菱，　大きく変革）つた．、

教育，物懸，ごみ甦運，公審、承の講題．鋤くこ

と，欝衛隊，趨緩二，公共施設，健康な生活，安全

な生活，交通，麟グ）鞭入，裁霧所，ξf擁の饒題，

響売公娃，購．姦公騰．郵縫騒，新簾やテレヒ，動

犠多保護，お金，景気のことなど多緩にわた彗，実

に至〔｝｛｝理玉響を越える政治とのかかわ垂）を考え鐵し

ている。醗の意識講騰を受静て鷺まんとうにこれ

だけなのか、し1という疑鷺に録して鐵された緩果で

ある，簸的な多さには，さすがグ）畢どもたちも驚

きを撰したが，中には全藻が薦課するとは駿らな

いと異議をさしはさむもゲ〉もいた。翼捧的1こは，

教科叢の無縫給与を窓証1にして次の授業に入っわ

けだが．嚢ごろあまを蒼誘発な綴織を準さない欝予

が活躍する結果を生んだ多こ親は，単元全縁を逸

して，子どもたちの考えが羨藏に啓し議されたた

めであ辱，脅の鱗りの鷲会的事象と簸結するため

に野どもたちの意識がストレートに課題解決へ麟
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いていたためでもあll．たいへん争どもの意識を醗

薙にとらえていた（とらえやすい）鱗と考えるこ

とができる。

　しかし，いつでもそうなのかというと決してそ

うではない．賜ヒε年の歴経学翼一睡躍書の籍蟹強

興について学習したあと．S勇は次のような感想

を書いている。

門Ei本は，躰曝に襲諺まいと羅力を強めた。資料

集でみると，いろいろな工場がつくられたのでお

もしろい。外購入からみて．馨本はどういうふう

に思われていたのだろうか．気欝たい毒

　多くの子どもたちが，麟力を高めたという事実

の認識で終わっているのに修して，S男は，鉾羅

から蕪本を発てと視点を変え考えようとしその疑

繕言を童隻1デカ蓬ナている．　鷺衰プ」を高めようとした→

羅力が高まった」ということを蒙本からでなく磐

蟹の立場から知1）たいのである。疑点を変遷して

考えることのよさと当時の藤本を考えた場合大事

な発育であることから．次時「ノルマントン号車

欝・」をあつかう書受業の導入．に鐘1羅つ一酵た．

四一Wい～へ　　　㎜　　　い＾M（遅払へ酷く＾食

偏躰が今後どうすべきかを考え，本時礪

…轄のまとめをする。　　　1

　紙1蓬の隷蘇系ま二授業案の一部のみの転記であるカ～

教麟の手だても含めて，子どもたちの意識の流れ

を・野分とらえて授業案の俸威にあたった。では，

実際はどうであったのか。S男の疑問は．勉の子

どもたちに大変よく受け大農られ，そグ）視点のよ

さに共感した子が多かった。しかし，当のご本人

は，ほんとうに難分の疑匿1なのかどうかすら覚え

ていない状態であった。感想を書いた時点では，

ほんとうにそのような疑縫を持ったのだろうが，

S男にとって藩時とのつながllは葬常に薄いもの

であったようである。教編としては．たとえば・羨

時の終末段欝でS男の疑鶏を発表させるなどして，

S男護身の意識をもっと高めておく必要があった

ので1まないだろうか．儀々の子どもたちの意識を

どのようにとらえどのようにつないでいくかにつ

いては，今後さらに欝究をしていく必要がある急

2．歓会科はむずかしくて一　こまる
1学　　翼　　鹸　　容

じ『

添　　動1

i絹物蹴畠套塑籍鼓弩診i

　　　ひた疏ろ旗　　　i
惨めあてに雛る醗の考えを今までの糊

1翫嘱鍵微て予欝る・　　　i
O耀か移く蚊｛蹴轍ている

　　ので強い1鶉になった．

　○　罎雲合で軍隊ができたので強い．　　1

　0　舛瞬のまねをしているので弱い．　　i

！　○　亙1場ができただけでは，まだ弱い。　！
i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
一織ノルマントン号車趨こついて解），舞本1

　とイギ鞍の耕麟する考筋鰯べる・i
　O　ノノしマントン警事件。　　　　　　　　i
i　G　イギ彗スの裁舞。　　　　　　　　　　l

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　…i，、〉○ノ慧蝶㌦、こ録する馨本（致購）の態l

i

　度について考える。　　　　　　　　　　1

…講論鎌需驚翻i
　畢・　議事館への要求。

　G　不事等条約の改菱へ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

次表は，鷺襲年i2繕賞翫こ実施した講義である．

　　社会秘紛学習について紛講査　　（単粒．％）

学年 ま年 2年、3年 4年 5年 6年

すき 7§、3
78．3167．○　　…

73．《） 鱒．9 薦．玉

きらい 至、3

　｝

w○
○ i5．2 8、違

どちらとも 23．尋 2i．7　33．○ 27．○ 珪3．9 妬．5

　本校各学年2クラスずつ擁1出して実施した調沓

である。これを見てもわかるように，嵩学年にな

ると「すき」と答えた者が少なくな1｝，「きらい」

というのは，どの学年も飽に蛇べて少ない。これ

は．講年2月に実施した調香と昆べて大差はなく，

高些糞年1こお1ナる変化1こ薦鬱する必要がある。この

ように考えている背景を探ってみるときらいな理

霞として，O人名や逡名などを覚えるのがつらい．

O調べるのがめんどうくさい．■むずかしい。◎

おもしろくない等々をあげている。中には．5年

のときには地名や平賢を覚えるのがにがてなので

きらいだったが，6年の整史で事件を講べるのが
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楽し秘、とレ玉うように変わった子も秘、る方寸、5・6年

を髭較してみても子どもたちの中1こ大きな変匙は

見られない。このことから5年の時の学翼が大き

な意味を持つようであると考えら震る。発学やV

T嚢視聴等方法的な嚢から縫合税が楽しいと考え

ている子もいるが，鷺題は人名や地名等覚えると

いう嚢をマイナスの藩から指摘している子が多い

（どちらともいえないと考えた子の中にもこの題題

をかかえている子が多い1ことである．

　これらのことから，社会科の学習において必要

な続会的な露語や地名・人名などをどのように授業

の串1こ位置づけ子どもたちの意識の流れとかみあ

わせていくかが大きな課題となる．知ることへの

喜びや楽しさを瞭あわせ，綬会的事象を自分から

とらえていくようにするためにはどうしたらよい

かということである。この点を墾らかにしていか

なければ，いくら子どもの意識の流れに沿った授

業云々いってもから羅讐するにすぎない．それを

解聡して，特に高学隼の子どもたちがいだいてい

る「難識」に対する抵銃を取ポ／のぞく必要がある．

3．箏どもが調べることとは

　・子どもたちの意識の流れを考えて指導過程．を緩，

織しても，なかなか露分から資i欝を探した含〉求め

た鞭ということに1まならない。　どちらカ・というと

教輝が準備した資舞を与えた琶｝．教税書や資料集

にあることを捲簸する（させる〉ことが多く，諺

んとうに子どもたちの類いに沿った調べ活動が綴

織できないことが以外と多い．　「先生，○○のよ

うな資料ないの」　「VτRで○○の様子を見てみ

たい」などという資料の内容にまでかかわった考

えが灘てくるようにしなければならない。もちろ

ん，教秘書や資料集等から探し識すことも大事な

ことであるが，それも自分たちが講べているんだ

という意識があって初めて懸纏ある活動になるの

である。

　鐡1酪から送ってもらったたくさんの資料を優っ

て学習したあと，瞬夫は，　葬魚をとるのにこんな

にいろいろ考えているとは、患わなかった。どんな

佳事でも．今よを｝もっとよくしていくことを考え

ることが大事だと、想う。ぼくは，大きくなったら

鐡露のおじさんたちみたいな仕事をしてみたい罎

という感想を書いた．欝分たちで講べる中で，大

事な猛撃だということを実感としてとらえた絃果

である。内容と露分たちのかかわを）が鐵るような

醗§無3層

講べ活動を雛織していかなければならない。繭環

2の党輩の実態も含めて，今後その指導のあ喜1方

を究醸していくことが大事になるだろう。

4．　内容意識の深ま銭を求めて

　そのよう1こすることは．意識の流れの中で当然

霧容意識や成案意識をさらに深めていくことにつ

ながる。今までの礒究は．どちらかというと導入

時において子どもたちの学饗意慾を高め開題意識

や課題意識に重点をおいてきた。導入時の意欲が

邊究の意欲の連続につながっていくので大変重要

であること1まいうまでもないが，そのために姥較

的時題をとられることが多いという開題を生んで

いる。今後1ま導入時での追究のもりあ力誉ナを大事

にしながら、単元あるいは小単電を通して，工単

位時鷺でいうならば学鳶の後段の場醸こ馨舗lll的内

容的な力を入れて，挙なる事実認識｛ことどまらず、

調べた縫合約事象と鍔1分とのかかわ垂／一一1難分にと

ってどうなのかというような考え右・みむを鳶て

ていかな縮れ1ぎならない。瞬容意識・成果意識を

大事にし畜てていくことが，饗夫のような感想を

もって学欝に取鯵緩む許どもを育てていくことに

なる。そのようになる指導のあ1η7を檎試してい

きたい．
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