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宜野湾市社会科副読本プロジェク ト事業報告書

社会科の 目標 と 3 ･4年カ リキュラム
ー学生の教材作成 と関係性構築一
琉球大学教育学部
里 井 洋 ‑

1,平和 で民主的な国家及 び社会 の形成者

1 社会科の 目標
2
0
0
8年 3月 28日改正の小学校社会科学習指導要領 には､社会科の 目標 として､｢
社会
生活についての理解 を図 り,我 が国の国土 と歴史に対す る理解 と愛情 を育て,国際社会に
生きる平和で民主的な国家 ･社会の形成者 として必要な公民的資質の基礎 を養 う｡｣ と記 さ
れている｡ この 目標 は､教育基本法第一条教育の 目標 ｢
教育は､人格 の完成 を 目指 し､平
和で民主的な国家及び社会の形成者 として必要な資質 を備 えた心身 ともに健康 な国民の育
成 を期 して行われなけれ ばな らない｡｣ を受 けたものである｡ ｢
平和で民主的な国家及び社
会の形成者｣ とい う文言 は道徳 を除いて他の教科の 目標 には明記 され ていない｡教育基本
法の教育の 目標 を直接的に体現す る教科 として社会科が設定 されているのである｡
また ｢
平和で民主的な国家及び社会の形成者｣の淵源 は 日本国憲法 にあ り､ 日本国憲法
の三大原則 (
平和主義 ･基本的人権の尊重 ･国民主権) を反映 した文言である｡平和で民
主的な地域社会 ･日本社会 を主権者 として作 り上げることができるよ うな子 どもを育成す

2
0
0
8
る社会科のカ リキュラム･
教材 ･
授業を創造す ることが求め られている｡ したがって､｢
年版小学校社会科学習指導要領解説｣でも ｢
平和で民主的な国家 ･社会の形成者 としてふ
さわ しい市民 ･国民を育てるためには,各学年 の 目標 に示 され てい る理解,態度,能力に
関す る目標 を統一的に身 に付 けるよ うにす ることが重要である｡｣ と言 う｡
では､本研究のテーマである小学校社会科 3 ･4年 において､学習指導要領が どの よ う
な 目標 を設定 したのかみてみ よ う｡

(
1
)地域の産業や消費生活の様子,人々の健康な生活や良好 な生活環境及び安全
を守 るための諸活動 について理解できるよ うに し,地域社会の一員 としての 自覚 をもつ よ
うにす る｡
(
2) 地域の地理的環境,人々の生活の変化や地域の発展 に尽 くした先人の働 きに

ついて理解できるよ うに し,地域社会に対す る誇 りと愛情を育てるよ うにす る｡
(
3) 地域における社会的事象 を観察,調査す るとともに,地図や各種の具体的資

料 を効果的に活用 し,地域社会の社会的事象の特色や相互の関連 な どについて
考える力,調べたことや考えたことを表現す る力を育てるよ うにす る｡

上記の 目標 に 社会科の 目標である ｢
平和で民主的な国家及び社会の形成者｣ と統一的に
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意識す ると次のよ うになる｡

(
1
) 平和で民主的な地域社会 をきづ くために人々が営んできた生活や産業､健康で文化的

な環境や安全 を守 るための諸活動 について､調査 ･吟味 しあ うことによって､社会の形成
者 としての 自覚 をもつ よ うにす る｡
(
2) 平和で民主的な社会 をきづ くために努力 した先人の働 きについて調査 ･吟味 しあ うこ

とによって,地域社会の形成者 としての誇 りを育てるよ うにす る｡
(
3) 地域 における社会的事象 を地域社会の形成者 として観察,調査す る中で,地図や各種

の具体的資料 に基づいて,地域社会の社会的事象の特色や相互の関連 な どについて考 え､
平和で民主的 に相互 に吟味 し合 う力や､調べたことや考えた ことを地域社会の形成者 とし
て表現す る力を育てるよ うにす る｡

上記の 目標 の中に ｢
吟味 しあ う｣ とい う表現 を入れた｡吟味 とは ｢
大辞林｣には ｢
詳し
く念入 りに調べ ること｡詩歌 を吟 じて よく味わ うこと｡｣ とある｡子 どもが念入 りに調べ､
子 ども相互に味わいたい とい う思いの表現である｡ この吟味 しあ うことが平和で民主的な
社会づ くりの基本であると私は考えている｡

2 キー ･コンビテ ンシ‑
｢
2
008年版小学校社会科学習指導要領解説｣は改訂の経緯 の中で次のよ うに現在 の子 ど
もを分析す る｡

OECD (
経済協力開発機構)の P ISA調査な ど各種 の調査か らは,我が国の児童生徒
については,例 えば,
① 思考力 ･
判断力 ･
表現力等 を問 う読解力や記述式問題,知識 ･
技能 を活用す る問題 に課題,
② 読解力で成績分布の分散が拡大 してお り,その背景には家庭での学習時間な どの学習意
欲,学習習慣 ･生活習慣 に課題,
③ 自分‑の 自信の欠如や 自らの将来への不安,体力の低下 といった課題,
が見 られ るところである｡
指導要領解説 は､PI
S
A調査な ど各種の調査か ら日本 の児童生徒 には読解力や活用力､ 自己
確 立に課題 があ る とい うので ある｡PI
S
A調査 は ｢キー ･コン ビテ ンシー｣ の観点か ら行
われている (
｢
中央教育審議会初等 中等教育分科会教育課程部会の審議経過報告 ｣2006年)
とい う｡｢
キー ･コンビテ ンシー｣は 1
999か ら2003年 にかけて行われた OECDのプロジェ
DeSe
Co) が生み出 した概念 である｡ この DeSe
Co プロジェク トには教育関係者 だけ
クト (

でな く､政策関係者､経営者､組合代表等か らも意見を収集 し､ さらに 1
2カ国間の協議や

2002年の国際 シンポジウムで合意 された ものであるO｢
キー･
専門家 による研究整理 を経 て､
コンビテ ンシー｣概念 は人生の成功 (幸福 と成功 をもた らす力 )と社会的発展 (持続可能
な発展 )を両立 させ るもの とされ､次の三つキー･コンビテ ンシーがあるとい う (
ライチェ
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ン他著 『キー ･コンビテ ンシーー国際標準の学力をめざして』2
0
0
6年)0
I｢
異質な集団で交流す ること｣=人間関係 のコンビテ ンシー

この コンビテ ンシーは ｢
共 に生 きることを学ぶ｣ メタ学習 にあた る｡具体的な力 として､
①良好な人間関係 (ネ ッ トワーク )､②他者 との協働 (チームワー ク )､③紛争の処理 と解
決 (問題解決力 )が含 まれ る｡
ⅠⅠ ｢
自律的に活動す ること｣=個人形成のコンビテンシー

このコンビテ ンシーは ｢
人 として生 きることを学ぶ｣メタ学習 にあたる｡具体的な力 とし
て､①大 きな展望での活動 (システム思考 )､②人生計画 とプ ロジェ .ク トの設計 ･実行
(物語 とライフプラン )､③権利 ､利害､限界やニーズの確保 と主張 (権利か ら表現‑ )が
含まれ る｡
ⅠⅠⅠ ｢
相互作用的に道具を用いること｣=道具活用のコンビテンシー

この コンビテ ンシーは ｢
なす ことを学ぶ｣ メタ学習にあたる｡具体的な力 として､①言語
等の相互作用な活用 (リテ ラシー )､②知識や情報の相互作用的な活用 (知識管理 と情報
リテラシー )､③技術の相互作用的な活用 (知識管理 と情報 リテ ラシー )が含 まれ る｡
これ らのコンビテ ンシーの核心は ｢
思慮深 さ｣ とされている｡
上記のコンビテ ンシー定義か ら明 らかなよ うに､ これ らのコンビテ ンシーは関係性の中
で育まれ るのである｡上記のコンビテンシーを社会科に引きつ けて考えてみ よ う｡

3 相互交流
社会科は大 きな展望､すなわち平和で民主的な社会の創造 とい う志向の もと､人々が培っ
てきた様 々な物語 に､様 々な道具 (
言語 ･情報) を活用 して､相互作用的に出会 う｡その
出会いの場が吟味の場 とな り､ 自律 を形成す る場 となるのである｡
したがって､読解力や活用力 とい う能力は､個人の努力で獲得 され るものではな く､ さ
まざまな関係性 の中で育まれ るとい うことがわかる｡
宜野湾市普天間小学校の大湾修先生は ｢
学ぶ意欲 を高め､考 え力 を育てるための授業の
宜野湾市教育委員会
工夫 ･改善〜問題解決的な学習指導 を通 して〜 ｣ (
ター研究集録

0年度前期
平成 2

第 32期

はごろも学習セ ン

社会)の中で､子 どもの思考 を深め､発展 さ

せ るためには､相互交流の場面で次のよ うなことが必要だ と述べている｡

1,調べた事実は確かなことなのか｡
2,他 に問題点はないのか｡
3,似たよ うな事例はないのか､違 う事例はないのか｡
4, 自分達の生活 との関わ りは何なのか｡

5, 自分だった らこ う考 える｡

まさしく､大湾先生の提言の中に､ コンビテ ンシーの核心 ｢
思慮深 さ｣があるよ うに思
われ る｡
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2,小学校社会科 3 ･4年宜野湾 カ リキ ュラムづ くり

1 現行版 ｢わた したちの宜野湾市 (
副読本)三年 ･四年｣
現行版 ｢
わた したちの宜野湾市 (
副読本)三年 ･
四年｣の章別構成 は次のよ うになっている｡

1,見つめよ う わた したちの町 (
町探検 ･絵地図づ くり)

2,見直そ う わた したちの くらし (
買い物調べ ･お店 しらべ)
3,町ではた らく人たち (
田芋パイ工場見学 ･田芋づ くり)
4,まわ りに広がる わた したちの市 (
嘉数高台 ･西海岸 ･公共施設)
5,安全な くらし (
交通事故 ･火事)
6,健康な くらしと町づ くり (
水 ･ゴミ)

7,昔の くらしと町づ くり (
昔の くらし ･さとうをつ くる)
8,わた したちの県 と町づ くり (
首里 ･宮古 ･今帰仁 ･沖縄県 ･那覇)
三年が 1‑ 4章､四年が 5‑ 6章 とい う風 に現在使用 されている とい う (
普天間小学校
大浜悟 ･大湾修先生談)0 3年生で宜野湾市を見つめ､見直 し､ とい う言葉に象徴 され る
よ うに認識が意識 され ､ 4年生では町づ くりとい う ｢
社会の形成者｣の側面 を意識 して構
成 しよ うとした ことが うかがわれ る｡ 3.4年の内容配置について､学習指導要領はなにも
語 らず､学習指導要領 の解説で ｢
各学校 においては,地域 の実態 を踏 まえ, 2年間を見通
して,それぞれの学年 で どの内容 を取 り上げ, どのよ うに配列す るのかを工夫す ることが
大切 である｡｣ としている｡ どのよ うな配置にす るかは､地域の実態 を踏 まえて各学校に任
せていることがわかる｡

0
0
8年度
本研究の主題 は ｢
わた したちの宜野湾市 (
副読本)三年 ･四年｣ を改訂 された 2
版小学校社会科指導要領 を意識 した新 しい副読本 を作成す ることにある｡宜野湾市 とい う
地域の実態､すなわち子 どもに とって吟味の対象 となる宜野湾市が背負 っている課題が何
なのか とい うことが問題 となる｡

2 第三次宜野湾市総合計画
0
0
6年 に策定 した第三次宜野湾市総合計画 (
2
0
06
‑2
01
5
)がある｡総合計画
宜野湾市が 2
とは 自治体の政策の最上位 に位置づけ られ るものであ り､近年は議会で決定 され るまえに､
市民参加 で多様 な議論が行われ るよ うになってきている｡宜野湾 において も､総合計画策
定にあたって､市民アンケー ト調査､自治会 ･
大学生･
宜野湾市職員が参加 した ワー クシ ョッ
プな どが開かれた｡その中で次のよ うなことが明 らか となっている｡
大事に したい もの (
地域のシンボル)
コンベ ンシ ョンエ リア ･普天満宮､森の川や大山の田い も
問題点や課題
大 きな 自然公園､シ ョッピングセ ンター､モ ノ レール等の交通機 関及び道路整備等騒音 ･
振動 ･悪臭､衣料品な どの買い物､スポー ツ施設 での不満 (
市民ア ンケー ト) ごみ問題､
公共施設の整備 ､商店街 の整備 ､道路の整備 (自治会 ワー クシ ョップ)緑化の推進､市上
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空での軍用機 の飛行､ ごみ問題 (
大学生 ワー クシ ョップ)普天 間基地､行政 にお け る I
T
化の推進､住民参画の促進､人材 育成 (
職員 ワー クシ ョップ)
将来像
｢
軍用地跡地利用の促進 ｣｢
健康都市｣｢
緑 の多いまち｣｢
福祉 サー ビスの充実 ｣
上記 のよ うな議論 を踏 まえて､宜野湾市は第三次宜野湾市総合計画の中で､将来都市像 に
｢
市民が主役のねたての都市 ･
ぎのわん｣を掲 げ､ さらにこの将来都市像 を具体化す るため､

5つの基本 目標 を設定 した｡ 1つ 目は ｢
市民 と共 に歩み響 きあ う都市｣､ 2つ 目は ｢
創意工
夫に満 ちた元気 な都 市｣､ 3つ 目は ｢
安心 して住みみ続 け られ る都市｣､4つ 目は ｢
持続発
展可能な美 しい都市｣､ 5つ 目は ｢
平和で発展す る都市｣である｡
特 に 1つ 目の ｢
市民 と共 に歩み響 きあ う都 市｣ とい う目標 はまちづ く りは地域 に住み､
働 き､学び､憩 う全 ての人 々 と行政 との協働作業 とい う理念 の も とに設 定 され た もので､
社会科の 目標 ｢
平和で民主的 な国家及び社会 の形成者｣その ものであ り､その他 の 目標 も
極 めて親和性 の高い理念 といえよ う｡
したがって､宜野湾の副読本製作 にあたっては第三次宜野湾市総合計画 を視野 に入れ る
ことは意味があ りそ うである｡

3,学生が作 り出 した教材 とカ リキ ュラム

1 カ リキュラムの展望 と新指導要領
本研 究 において学生が作 りだ した教材 は､教材 作成 にあた っての様 々な学 び (
本書､古
川 ･儀間 ･間論文､学生の ｢
学びの記録｣参照)の後､現行宜野湾副読本 の配列 を踏襲 し､
2008年度版小学校社会科指導要領 を意識 して作成 された ものである｡
2008年度版小学校社会科指導要領 3.4年 は下記 の よ うに記 され てい る｡ なお､太字 下

線 は 2008年度改訂箇所である｡

1 目標

(
1
) 地域の産業や消費生活の様子,人々の健康 な生活や 良好 な生活環境及び安全 を守 るた
めの諸活動 について理解 できるよ うに し,
地域社会の一員 としての 自覚 をもつ よ うにす る｡
(
2) 地域の地理的環境,人 々の生活の変化や地域 の発展 に尽 くした先人の働 きについて理

解できるよ うに し,地域社会 に対す る誇 りと愛情 を育て るよ うにす る｡
(
3) 地域 にお ける社会的事象 を観 察,調査す るとともに,地図や各種 の具体的資料 を効果

的に活用 し,地域社会の社会的事象 の特色や相互 の関連 な どについて考 える力,調べた こ
とや考 えた ことを表現す る力 を育て るよ うにす る｡

2 内容
(
1
) 自分たちの住 んでい る身近 な地域や市 (
区,町,村) について,次の ことを観察,調
査 した り白地図にま とめた りして調べ,地域 の様子は場所 に よって違 いがあることを考 え
るよ うにす る｡
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ア

身近な地域や市 (
区,町,村)の特色ある地形,土地利用の様子,主な公共施設な ど

の場所 と働 き,交通の様子,古 くか ら残 る建造物な ど
(
2) 地域の人々の生産や販売について,次のことを見学 した り調査 した りして調べ,それ

らの仕事に携わってい る人々の工夫を考えるようにす る｡
ア

地域には生産や販売に関す る仕事があ り,
それ らは 自分たちの生活 を支えていること｡

イ

地域の人々の生産や販売に見 られ る仕事の特色及び国内の他地域な どとのかかわ り

(
3) 地域の人々の生活 に とって必要な飲料水,電気,ガスの確保や廃棄物の処理 について,

次のことを見学,調査 した り資料 を活用 した りして調べ,これ らの対策や事業は地域の人々
の健康な生活や良好な生活環境の維持 と向上に役立っていることを考えるよ うにす る｡
ア

飲料水,電気,ガスの確保や廃棄物の処理 と自分たちの生活や産業 とのかかわ り

イ

これ らの対策や事業は計画的,協力的に進 め られていること｡

(
4) 地域社会における災害及び事故の防止について,次の ことを見学,調査 した り資料を

活用 した りして調べ,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 を考えるよ うにす る｡
ア

関係機 関は地域の人々 と協力 して,災害や事故の防止 に努 めていること｡

イ

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｡

(
5) 地域の人々の生活 について,次のことを見学,調査 した り年表 にま とめた りして調べ,

人々の生活の変化や人々の願 い,地域の人々の生活の向上に尽 くした先人の働 きや苦心を
考えるよ うにす る｡
ア

古 くか ら残 る暮 らしにかかわる道具,それ らを使 っていた ころの暮 らしの様子

イ

地域の人々が受 け継 いできた文化財や年 中行事

り

地域の発展に尽 くした先人の具体的事例

(
6) 県 (
都,道,府)の様子 について,次のことを資料 を活用 した り白地図にま とめた り

して調べ,県 (
都,道,府)の特色 を考えるよ うにす る｡
ア

県 (
都,道,府) 内における自分たちの市 (
区,町,秤)及び我が国における自分た

ちの県 (
都,道,府)の地理的位置 ,47都道府県の名称 と位置
イ

県 (
都,道,府)全体の地形や主な産業の概要,交通網の様子や主な都市の位置

り

県 (
都,道,府)内の特色ある地域の人々の生活

工

人々の生活や産業 と国内の他地域や外国 とのかかわ り

3 内容の取扱い
(
1
) 内容の (
1
)については,方位や主な地図記号について扱 うもの とす る｡
(
2) 内容の (
2) のイについては,次の とお り取 り扱 うもの とす る｡
ア

｢
生産｣については,農家,工場な どの中か ら選択 して取 り上げること｡

イ

｢
販売｣については,商店 を取 り上げ,販売者の側 の工夫を消費者の側の工夫 と関連付

けて扱 うよ うにす ること｡

ウ

1
30

｢
国内の他地域な ど｣については,外国 とのかかわ りにも気付 くよ う配慮す ること｡
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(
3) 内容の (
3) については,次の とお り取 り扱 うもの とす る｡

ア

｢
飲料水,電気,ガス｣については,それ らの中か ら選択 して取 り上げ,節水や節電な

どの資源の有効な利用について も扱 うこと｡
イ

｢
廃棄物の処理｣については,ごみ,下水のいずれかを選択 して取 り上げ,廃棄物 を資

源 として活用 していることについても扱 うこと｡
(
4) 内容の (
4)の ｢
災害｣については,
火災,
風水害,
地震な どの中か ら選択 して取 り上げ,

｢
事故の防止｣については,交通事故な どの事故防止や防犯 を取 り上げるもの とす る｡
(
5) 内容の (
3) 及び (
4) にかかわって,地域の社会生活 を営む上で大切な法や きま りに

ついて扱 うもの とす る｡
(
6) 内容の (
5) の りの ｢
具体的事例｣については,開発,教育,文化,産業 な どの地域

の発展 に尽 くした先人の中か ら選択 して取 り上げるもの とす る｡
6) については,次の とお り取 り扱 うもの とす る｡
(
7) 内容の (
ア

クについては, 自然環境,伝統や文化な どの地域 の資源 を保護 ･活用 している地域 を

取 り上げること｡その際,伝統的な工業な どの地場産業の盛んな地域 を含 めること｡
イ

エについては,我が国や外国には国旗があることを理解 させ,それ を尊重す る態度 を

育てるよ う配慮す ること｡

先述 した社会科の 目標､宜野湾の課題 と上記の指導要領 を重ねて､学生たちが作成 した
教材を以下考察 し,カ リキュラムを展望 してみることにす る｡
学生たちが作成 した教材 は現行副読本 を意識 して下記のよ うに並んでいる｡
1,見つめよ う わた したちの町 (
位置､町探検 ･絵地図づ くり)

2,見直そ う わた したちの くらし (
買い物調べ ･売 り手の工夫､お店 しらべ)

3,町ではた らく人たち (
田芋づ くり､ くるまえび)
4,まわ りに広がる

わた したちの市 (
中心)

5,安全 をつ くる (
台風)
6,健康な くらしと町づ くり (
水)
7,昔の くらしと町づ くり (
昔の くらし ･戦後史)

一応､現行版 を踏襲 して 1‑ 4までを 3年生 ､ 5以後 を 4年生単元 と位置づけた｡

2 3年生単元
①

見つめよ う わた したちの町

第 1単元 ｢
見つめよ う わた したちの町｣は安里友貴 さんの教材 である｡指導要領 でい

えば､内容 (1) にあたるO内容 (1)は､宜野湾市の地形,土地利用の様子,主な公共
施設 な どの場所 と働 き,交通の様子,古 くか ら残 る建造物 な どを観察 ･調査 し思考す るこ
とを求めている｡
この単元は､初めて社会科を学ぶ単元 としとして位置づ けた｡それ ゆえに､子 ども全員が
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初めて学ぶ社会科 とい う科 目はや りがいのある楽 しい教科であると思 う必要がある｡
そのため､安里友貴 さんは全員参加のための工夫 として､ ｢
色を塗 る｣ とい う作業を持 ち
込んでいる｡ 冒頭 は､沖縄 の地図に､宜野滑 の位置 を見つ けて､赤 く塗 るとい う作業であ
る｡この作業のね らいは宜野湾市の位置をあてることではない｡子 どもがあてず っぱで塗っ
て もかまわないのである｡塗った場所が､沖縄 の中で どうい う方位 にあるのかが肝要なの
である｡ したがって､子 どもが記 した位置がバ ラバ ラで多様 な方が方位 を訓練す るのに好
都合 とい うことになる｡ ｢
色 を塗 る｣ とい う作業は子 ども主体のもとに行われ､主体的に決
定 された位置 を､子 どもは表現す る手段 として方位 を使わ ざるをえな くなるとい う構造 を
この教材 はもっている｡
｢(3) 宜野湾市って どんな とこ ｣は塗 り絵 によって､宜野湾市の交通の様子が実感 され

るよ うに工夫 されている｡宜野湾市の中央に普天間基地があることによって､東西に町が
分断 され､その東西の機軸である二つの国道がは しっている様子が塗 りえによって浮かび
上がる.安里友貴 さんの工夫点の‑つである｡
｢(4) みんなの学校 に､赤い色で○をつけてみ よ う｣と ｢(5) 宜野湾市の小学校宛 クイ

ズ ｣は宜野湾市の土地利用 ･公共施設 を認識す るための教材である｡宜野湾市にある八つ
の小学校近 くにある施設や土地利用状況 を､ 自分たちの体験 と写真 を根拠 に､絵地図か ら
探 し出そ うとす るやや高度 な知の営みである｡安里友貴 さんは､子 どもの体験 と関わ らせ
るため､こどもが遊んだ ことがあるだろ う公園を三つ選択す る工夫を加 えている｡

〈2､わた したちのまちを知 ろ う〉は､観察 ･調査準備 のためのシー トや教具である｡現
行副読本では長 田小学校 区域 を具体的事例に して子 どもが学ぶ方式 を とっている｡それ に
対 して､安里友貴 さんはすべての小学校の周 りの絵地図 と白地図を苦労 して準備 した｡
現行版 は子 どもが どの よ うな調査 をす るのか､ どのよ うに成果 を分かち合 うのか とい う
点をイメー ジす る上では捨てがたい ものをもっているO また､すべての小学校 に とって役
立つ よ うにとい う安里友貴 さんの労 も大切に したい｡

②見直そ う わた したちの くらし
第 2単元 ｢
見直そ う わた したちの くらし｣は東江正子 さんの教材である｡指導要領で

いえば､内容 (2)の内､ ｢
販売｣にあたる｡
東江正子 さんが作 りだ した工夫のなかで特筆すべきことは､｢
買い物マスター｣を目指そ
うとい う目標 を掲げた ことと､｢
買い物マスター｣には書いて と売 り手 とい う複眼が必要で
あることを導入部分の 〈1､買い物マスターは得 をす る 〉で位置づ けた ことにある｡ この
ことは指導要領 の内容の取 り扱い ｢
販売については,商店 を取 り上げ,販売者 の側の工夫
を消費者の側の工夫 と関連付 けて扱 うよ うにす ること｡｣ と符号す るもので もある｡
｢
買い物マスター｣を 目指そ うとい う目標 は､買い物 ごっことい う遊びの要素 と ｢
形成者｣
とい う社会科の要素を統合 した ものである｡それ ゆえに､買い物調べ をよ り楽 しく､よ り
主体的に して くれ る｡
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〈2､買い物調べ を しよ う〉の教材 ｢
の りこさん とゆ うす け君の会話｣の中で､値段や
新鮮 さとい う視点を提示 している｡値段 と新鮮 さ､そ してそれ を支 える産地は不離一体の
ものである｡産地を意識す ることで､他県 ･他国 との相互依存が見えて くることや ､Food
マイ レージ等の環境 に関す る問題 も ｢
買い物マスター｣の視野に入 って くるはずなのだが､
そのよ うな問題 も子 どもが調べて くる中で発見 され ることが期待 され る｡
また､く5､売 り手の工夫 を学ぼ う〉は店長 にな り､何 のために､何 を どの よ うに配置
す るのかをシュ ミレー シ ョンす る楽 しさを工夫 した教材 となっている0
冒頭､二人の店長の吹 き出 しとキャラクターが登場す る｡ひ とつは ｢
商売は利益 を出 さ
お客 さんに快適 に買い物 をして も
なければな らない よ｡｣ とい う店長 A と､も うひ とつは ｢
らいたい｡｣とい う店長 Bである｡店長 Aは東江正子 さんは挑発型のキャラクターだ とい う｡
正子 さんは ｢
お客 さんのことを考えて くれているんだね｡｣だけでは終わ らせた くない､スー
パーを考えるには二つの視点が大切だ と考 えるゆえに､あえて店長 Aとい う挑発型のキャ
ラクターを登場 させた とい う｡
人は生 きる (
お金 をもら う)ために仕事 につ く､ しか しそれ のみでは生 きてい けない｡
仕事に社会的意味を感 じることによって Ide
nti
tyは保たれ るのである｡正子 さんは､その
双方が存在す ることを教える内容 とす ることに意味を見出 したのである｡
また､この教材は東江正子 さん 自身が最近の ｢
お店経営論｣だけでな く､ ｢
お店経営論 ｣
と実際のお店のずれか ら学んだ ことが く8､あなたはスナ ック菓子 を どの よ うにお きます
か 〉の解説部分 に反映 している｡
冒頭 めざした ｢
買い物マスター｣になるとい う立場で､消費者 と販売者の二つの視点を
く10､調べた ことをま とめよ う〉で統合す るとい う構造になっている｡ただ､二つの課題､
すなわち新聞をつ くろ うと買い物マスターのお約束をつ くろ うに分かれて しまっている点
が残念である｡
買い物マスター としてのお約束がテーマになるよ うな新聞､そ して､そのお約束が､消
費者 ･販売者 の調査 によって どのよ うに生み出 されたのかが記 され るよ うな新聞ができれ
ば､統合が もっと明瞭になったよ うに思 う｡

③

見つめよ う 田や海の仕事
第 =̲
単元に内容 (2) の内､｢
生産｣ を配置 した.子 どもに とっての身近 さは､ 日常按 し

ている買い物 にあると考え ｢
販売｣を先に し､よ り､遠い存在である ｢
生産｣ を後 ろにもっ
てきた｡
i宜野湾の田の仕事

第 3単元 ｢
見つめよ う 田や海 の仕事 ｣く1､宜野湾の田の仕事 〉は平良大治郎 さんの
教材である｡現行版副読本 には田イモ畑 とい う農業か ら田イモパイ工場 とい う工業‑の展
開が試み られたが､現在 田イモパイ工場は宜野湾市には展開 していないので､工業‑の展
開ではな く､子 どもが田イモ商品の考案す ることに留めた｡ また､指導要領の内容取 り扱
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いでは､ ｢
農家,工場｣な どの中か ら選択 して取 り上げることになっている｡
平良大治郎 さんの 〈1､宜野湾の田の仕事 〉とい う教材 のモチー フは ｢田イモ｣に子 ど
もが学ぶ価値 を見出す ことにある｡その価値は次の三つに集約す ることができよ う｡
1､田イモは沖縄の伝統文化である｡

2､田イモは人手がかかるゆえに高い値段の作物である｡
3､宜野湾大山の田い もは､沖縄 のなかで とりわけ上等で人気がある｡
平良大治郎 さんは､宜野湾 の農業 といえば大山の田イモ しかないか ら取 り上げるとい う
だけではな く､彼 が発見 した田イモの価値 を､田イモ発見､水 田でで きる田イモ､田イモ
の値段､田イモの手間､田イモの危機､田イモ需要の喚起策 とい う教材配置で子 どもに学
ばせ よ うと試みたのである｡
ただ､前期 に､学生みんなで学び､現行副読本 にもある田イモが､大山の優れた湧 き水
に沙支えられてい るとい う自然条件が明瞭でないことは残念である｡

i
i

宜野湾の海の仕事

見つ めよ う 田や海の仕事｣く2､宜野湾 の海 の仕事 〉は川崎愛 さんの教材
第 3単元 ｢
である｡川崎愛 さんは現行副読本 にはまった く無い教材 を探 し出 した｡それ は ｢
車 えび ｣
の養殖 である｡ ｢
車 えび｣の養殖 は浦添宜野湾漁協が牧港でお こなってい る｡2
0
0
9年 に行
われた宜野湾市産業祭 において も､浦添宜野湾漁協の水産物 は田イモ と並ぶ宜野湾市の二
川崎愛 さん も述べているが､
沖縄県は｢
車
大生産物の一つ として位置づけ られている｡また､
えび｣の出荷量は 日本一で､その一端 を浦添宜野湾漁協がになっているとい う事実 もある｡
このよ うな点か ら､宜野湾の生産物学習 として､川崎愛 さんが ｢
車 えび｣ を取 り上げた こ
とは卓見であると評価 しえよ う｡ また､指導要領 は 日本の他地域 との結びつきを意識 させ
よと言っているが､この点において も､｢
車えび｣産出上位県､沖縄が出荷 している上位 4
県な どを川崎愛 さんは教材化 している｡
川崎愛 さんが作 り上げた教材 の三つ 目の特徴 は､発間 と絵解 きがセ ッ トに している点に
ある｡愛 さんは ｢
車 えび｣が宜野湾 に とって意味あるもの と確信す るや､その事実を説明
す る内容 を執筆 した｡ しか し､大学にお ける学びの中で､子 どもに とって､考 えた くなる
よ うな興味深い発間でなけれ ばな らない と考えるよ うにな り､その ことを意識 した発問 と
絵解 きを川崎愛 さんは生み出 したのである｡
た とえば､沖縄県は ｢
なぜ､野生のえびはいないのに 日本一なのか ?｣ とい う発間であ
る｡沖縄県には野生の車 えびはいない｡ なのに 日本一なのは どうしてか ?とい う発問であ
る｡次のペー ジには養殖 しているか ら日本一なのだ と絵解 きがある (5､ くるまえびは ど
うや って買えるのか)の中で､水温が 1
5度以下になると成長 しないか ら沖縄 ･鹿児島 ･熊
本が生産地ベス ト3だ とい う｡
この絵解 きに対 して､では野生の車えびは どうい う自然環境の中で 自生 しているのか知
りた くなる｡ こ うい う新たな問いをも､この発問は内包 している｡
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残念なが ら､浦添宜野湾漁協の車えび生産の認知度は低い｡川崎愛 さんは､せ っか くの
宜野湾市の二大産物 の一つ車 えび､最後 にその認知度 を高める方法 を子 どもに発間す る｡
ここに､形成者 として地域 を作 るまな ざしをは ぐくみたい とい う社会科の 目標 が意識 され
ているといえよ う｡

④見つけよ う わた したちのまち
第 4単元 ｢
見つけよ う わた したちのまち｣は雨宮 しづの さん と安里友貴 さん､の共同

教材である｡雨宮 しづの さんは､前期 の授業 に参加 し､ この教材 の原案 を提 出 し､後期 は
北海道教育大学釧路校‑交換留学 した｡その原案 を受 けて､指導担 当の儀間奏子 さん と安
里友貴 さんが この章を完成 させたのであるO この章は 3学年社会科最後の単元 として位置
づけられ る｡それ ゆえに学年最後のま とめは く3､
遊びにおいでよ !わた したちの市‑ !I
〉とい うテーマで､宜野湾市紹介パ ンフ レッ トづ くりとなる｡町たんけんで､興味にもと
づ く調査能力を高め､買い物マスターになろ うでは､ 自分 自身の行動指標 を意識 した調査

d
e
nti
t
yが耕 され､その上にたっ
が行われ､
宜野湾に二大産物である田いもと車えび認識 と I
て本単元では､宜野湾 を紹介 した くなる意味あるものは どれだ とい う形で宜野湾再発見が
位置づけ られている｡ 田い もや車えびの よ うに､宜野湾再発見に記 された建物や施設が紹
介 した くなるよ うな価値 を再発見調査の中で見出す ことができるか どうかが実践家の手に
ゆだね られている｡ また､宜野湾市の人 口の変化 と市の中心部の変化の意味 を紹介 したい
パ ンフ レッ トに意味ある形 で織 り込む ことができるのか､ これ もまた実践家の手にゆだね
られている｡

3 4年生単元
現行版では､安全な くらし､健康 な くらし､昔の くらし単元 と続 くが､本教材集では､安
全な くらしと健康 な くらし単元 を入れ替 えた｡安全な くらしが台風 災害に対す ることにな
り､水道単元で水の意味 を学んだ後､台風が もた らす水の恩恵 を学んだ方が よい と判断 し
たためである｡
①､わた したちの くらしと水
第 5単元 ｢
わた したちの くらしと水｣は新垣華代 さんの教材 である｡指導要領でいえば､

内容 (3) の内､ ｢
飲料水,電気,ガス｣ にあた る｡ 内容 の取 り扱 いでは 飲料水,電気,
ガスの内､一つを選択すれ ばよい ことになっている｡
廃棄物の処理｣ も内容 の一つ になってい るが､調査 は したが､残
また､内容 (3)では ｢
念なが ら教材 の作成 までには至 らなかった (
新垣華代 さん ｢
学びの記録｣参照)
0
新垣華代 さんは く水 キング 〉とい うイメー ジキャラクターを工夫 した｡事前テス トとい
う形で､子 どもたちに水 キングになるとい う目標 を与 えた｡事後テス トで水 キングになれ
たか どうかを確認す る｡新垣華代 さんは､子 どもが事前にもっている知の状況 を知 り､単
元の中で何 を学んだのか とい う評価の視点を意識 しているといえよ う0
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く1､大事件 ! じゃ 口か ら水が出ない 〉では断水によって困ることを想定す る｡
なにゆえに この水単元 を学ぶ必要があるのかを明瞭 にす るための見事な導入 といえよ う｡
そ して､
断水 とい う究極の状況を防 ぐために設 けられた施設 〈2 海水たんすいかセ ンター
〉につなげてい くのである｡ 海水たんすいかセ ンターは沖縄県民全員に必要な水 を作 り出
す能力がある｡ 日照 りが続 きダムの水が無 くなって も､断水 にな らない､県民が困 らない
施設 が作 り出 され てい るのである｡新垣華代 さんは､ この事実 を ｢
かっこいい｣ と感 じ､
この事実を子 どもたちに伝 えることに価値を見出 したのである｡
沖縄 の人々は命 の水 を得 るために長い こと苦労 してきた｡今､や っ と､命の水 を保障で
きる施設 を､人々が拠出 した税金 によって作 り出せた こと (
共生)が､ この教材 の隠れた
教科内容 となっている｡
また､水が蛇 口か らいっで も出るとい う不思議 に注 目した新垣華代 さんは､その秘密 を
解 く鍵 を ｢
排水地｣探 しとい う発問を工夫 している｡
②

安全をつ くる｡
第 6単元 ｢
安全 をつ くる｣は北川真愛 さんの教材で､台風が もた らす災害 を防 ぐことが

テーマ となっている｡現行副読本では交通事故 と火事が内容 となっている｡指導要領では､
内容 (
4)地域社会における災害及び事故に対応す る単元である｡内容の取 り扱いでは､｢災
害｣については,火災,風水害,地震な どの中か ら選択､｢
事故｣にっては交通事故な どの
事故防止や防犯 を取 り扱 うことになっている｡そ うい う点で､北川真愛 さんは火事の代わ
りに台風 を選択 した ことになる｡
宜野湾市の子 どもたちに とって､台風 と火災 どち らを学習す ることが､安全な町をつ く
る上で大切 なのかが問題 となる｡北川真愛 さんは､台風被害を強風 によって ものが壊 され
るだけでな く､塩害､地すべ り､高潮､高波､ とい う災害に連動 していることを教材 の中
にも りこんだ｡ その ことを子 どもに直接説明す るのではな く､〈2､台風 の被害の種類 〉
の中で 5つの災害をイメージ化す る教材 を工夫 している｡
また､台風 を災害 をもた らすだけでな く､水 をもた らした り､サンゴの死滅 を防いだ り
す る面 も学べ るよ うに し､被害 を防 ぐ工夫をす ることによって 自然災害 と上手に付合 う､
すなわち共生す る大切 さをも価値づけている｡
以上の二点は私が北川真愛 さん作成の教材 に見出 した価値だが､真愛 さん 自身は く学び
の記録 〉の中で､沖縄 は他県 との違い､強 く長 く台風がふ きあれ る地域 であ り､身近 さゆ
えに被害 と恩恵 をもた らす地域独 自教材 に学ぶ意味を見出 している｡
ただ し､台風被害対策が ｢自分たちの身 を守 るために何ができるか考えてみ よ う｣ とい
うよ うな一般的な発 問におわってい る｡ 自分が住んでい る家 と､〈宜野湾市がや っている
工夫 〉で示 した防災マ ップを連動 させ て､災害を防 ぐための工夫 を発間 したな らば､子 ど
もに とって､ さらに防災がもっと､身近なものになる｡
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③

昔の くらしとまちづ くりの歩み
第 7単元 ｢
昔の くらしとまちづ く りの歩み｣ は､宮城優香 さんの教材 〈宜野湾市の昔の

人の暮 らしをのぞいてみ よ う〉と､兼本隼人 さんの 〈宜野湾 の人 々の くらし‑戦後 か ら現
在､そ して未来 〉で構成 されてい る｡ この単元は､指導要領 内容 (5)昔の道具,文化財 ･
年 中行事 ･先人調査 に該 当す る｡現行副読本 では､宜野湾市博物館 と道具､苦 しらべ と年
中行事､砂糖づ くりと儀 問責常 ･宮城鉄夫 ･稲福清彦 と指導要領 に対応 してい る｡

i､〈宜野湾市の昔の人の暮 らしをのぞいてみ よ う〉

宮城優香 さんの教材 〈宜野湾市の昔の人 の暮 らしをのぞいてみ よ う〉の内容 は､宜野湾
博物館 と昔の道具 しらべ である｡宮城優 香 さんは昔の道具 しらべのなかで､昔の生活 では
ごみが全 くでない､現在廃棄物 になってい るもの も有効 に利用 してい る昔の人々の生活 を
発見す る｡現在 の私達が もってい る廃棄物 とい う課題 にたいす る展望 を昔 の人 々の生活 に
見出 したのである｡
宮城優香 さんは学びの記録 の中で､ この発見の瞬間を ｢
捨 て るはず の ものを工夫 して洗
剤 として使 っている｡軸 が定まったのだ｡私 の伝 えたい昔の人の生活 のす ごさは ここだっ
たのだ と､や っ とわかった｡それ に気づいた時､ とて も うれ しかったのを覚 えている｡｣ と
述べている｡
宮城優香 さんは､子 どもが未来 をつ くる形成者 にす るためには､ この昔の人 々の知恵 を
学ばせ ることに価値見出 し､お しつ けではない教材 を作成 したのである｡

i
i､〈宜野湾 の人々の くらし‑戦後か ら現在､そ して未来 〉
兼本隼人 さんの く宜野湾 の人 々の くらし‑戦後か ら現在 ､そ して未来 〉は､指導要領 内
容 ｢
地域 の人々の生活 の向上 に尽 くした先人の働 きや苦心｣ に相 当す る｡宜野湾市は沖縄
戦の激戦地であ り､戦後は町の真ん中に基地がで き､その中で先人 たちは､生活 の向上の
ために努力 してきた｡何 も無 い中､廃棄物 か らコ ップや なべ､服 をつ く りあげてきた庶 民
を描 くことに兼本隼人 さんは価値 を見出 したのである｡
また､普天間基地が市の真 ん中にできた ことの不思議や ､宜野湾市の人 々が普天間基地
をなぜ基地 を撤去 したいのかが 自然 とわか るよ うな教材 が工夫 され てい る｡ この二つの普
天間基地教材 は､普天間基地 と宜野湾市 を学ぶ基本教材 と今後 はなるであろ う｡
四年生単元は､先述 した よ うに ｢
町づ くり｣がテーマである｡ ライ フライ ン (
水 ･電気 ･
ガス ･廃棄物 ･安全) は社会 が生み出 した ものであ り､それ らは歴史的産物 な産物 なのだ
とい う物語 が意識 され てい る｡学生たちが作 り出 した教材 においては､その物語 の中に沖
縄 ･宜野湾 とい う個性 を埋 め込 も うと努力 した｡学生の努力 は､私達 を断水 とい う苦痛か
ら解放 した淡水化施設 によって､現在社会 を作 ってい る人 々に信頼感 をもち､台風 の功罪
に 自然 と社会 との共生の視点 を持 ち､ ゴ ミをも有用 な ものにす る環境 にや さ しい先人の知
恵 に未来‑の展望抱 き､最後 に宜野湾市が もつ最大の課題普天間基地移転の意味を､子 ど
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もが作業 を通 して認識 されてい く､ とい う物語 を形成 している｡
この後､沖縄県認識､他地域 ･海外 との関係 が指導要領では要求 されているのだが､｢
町
づ くり｣ として一環 したカ リキュラムがつ くれ るか どうかが､課題 となるであろ う.

ま とめにか えて
本研究は､2010年度宜野湾社会科 3 ･4年副読本改定のための予備研究でもある｡今後､
宜野湾市の先生方が副読本改定のための作業 を行われ るであろ う｡本研 究は学生が 8人 と
い うこともあ り､宜野湾 とい う地域 を素材 とす る教材 に限定 した｡ また､教材作成プロセ
スの中で断念 した内容 もある｡ したがって､新指導要領 が規定 した下記の内容は本研究の
中に十分には取 り込まれていない｡

内容 (
1
)特色ある地形,土地利用,
(
2) 販売に見 られ る国内の他地域な どとのかかわ り
(
3) 廃棄物の処理

(
4) 事故の防止
(
5) 地域の人々が受け継 いできた文化財や年 中行事 先人の具体的事例

(
6) 県 (
都,道,府)の様子 ･他地域や外国 とのかかわ り

denti
tyをは ぐくみ
本研究で作成 された教材 はすべて､宜野湾市 とい う地域で子 どもの I

たい とい う､学生 ･院生の相互交流の中で生み出 された ものである｡宮城優香 さんは ｢
み
んなそれぞれ､誰 かの調べていることの一部 と繋 げていける部分があった気が した｡ (
例
えば､私は飲み水についても調べていたけど､その歴史は最終的に華代の調査に結びつ く)
調べていることは違 うけ ど､ どこかで繋がるんだ と思 うとなんか心強 く感 じた｡｣ とい う｡
本研究は院生の努力によって､相互に学びあい､賞賛 しあ うとい う構造の中で進 め られて
tyが育まれてきた といえよ う｡
きた｡その中で学生の Identi

同様の構造を宜野湾の小学校 3･4年の社会科学習の中に作 り出 したい とい う思いで､教
員 ･院生そ して最後には学生が この教材 を作成 した｡先述 したよ うに社会科の 目標 は社会
dentit
yが育まれてい く｡
の形成者である｡その社会の形成者は関係性の中で I

学力 (
キー コンビテ ンシー) を磨 くことは､多様な社会事象 の中か ら価値 あるものを見
出 し､他者 に知って欲 しい と思 うことに始まる｡ さらに､道具を活用 して調べてい く中で
発 見す る喜び を得 る､その喜び を他者 に伝 えよ うと表現 とい う道具 を工夫す る｡そ して､
他者 との間で分かち合 え､賞賛 しあえると実感 した中で こそ､コンビテ ンシーはは ぐくま
dentityを支える柱の一つ となってい く｡
れ るのである｡そ して､学力は I

私達の社会はいきいき とした上記の よ うな営みによって創造 され てきた｡学校 において
も､子 どもに学ぶ意味あるものを与 え られ､社会 を創造す る現役の形成者 としての位置を
与えられ ることによって､子 どもの学び合いは意味あるもの となる｡そ うい う意味あるも
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のを学生は探 しだ し､教材の中に苦労 して練 りこんだわけだが､残念 なが ら､学生は子 ど
もの学び合いを指導できる立場にはいない｡
本研 究は宜野湾小学校社会科副読本作成委員会 に引き継 がれてい く｡学生が作成 した教
材が､今後実践 のプ ロ教師 によって､ さらに深 く吟味 され､充実 した もの となってい く予
定である｡その際､新垣華代 さんが提起 した評価 の視点 も加味 され ることになるであろ う｡
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