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課題研究最終報告

社会参画の資質・能力の基礎を培う授業づくり

ー小学校社会科における指導の工夫改善を通して一

Lesson Design to Nurture the Basic Qualities and Abilities for Social Participation: 

A Case of Social Studies Class for Improving in Elementary School 

熱田脩

Osamu ATTA 

琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻・中城村立中城南小学校

1 . はじめに

現代社会は，生産年齢人日の減少，グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により，社会構造や

雇用環境は大きくまた急速に変化しており，予測が困難な時代となっている。沖縄県においても，複雑

に絡み合った社会的・政治的な状況の中で生まれた貧困間題や不登校，いじめ，子どもの学力間題，夜

型社会，基地問題など多くの課題が山積している。

そうした社会の変化をうけて，平成 29年に小学校学習指導要領が改訂され，社会科は「主体的に生

きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎」の育成を目標に掲

げている（文部科学省， 2018)。つまり，授業の中で，社会の担い手となる子どもたちが，多様な人々

と協働し，新たな価値観や行動を生み出しながら解決できる資質・能力の育成が求められている。教育

基本法第 2条に記されている目標の 1つ「主体的に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度」は，

社会科で育成すべき公民としての資質・能力の基礎そのものであり，社会の形成に参画する力は，小学

校社会科で育成すべき資質・能力の中核だと考える。

持続可能な社会を実現するには，現代社会の課題を主体的にとらえ，社会の一員として参画しようと

する自覚や態度が不可欠である。筆者は，その士台を小学校社会科の授業を中核としながら培っていく

ことが重要だと考え，これまで子どもたちに興味• 関心を高める教材で学習意欲を喚起し，主体的に追

究しようとする力の育成を目指して実践してきた。しかし，身近な間題を自分ごととしてとらえ，他者

と協働しながら，学んだ知識をよりよい生活にいかそうとする態度を醸成させることは不十分であった。

この状況を改善できる授業が求められる。

2. 研究の目的

本研究は，社会参画の資質・能力の基礎を培う小学校社会科の授業を提案し，その効果を検証する

ことが目的である。特に，当事者意識を醸成するために地域教材を活用しつつ，振り返りシート (1枚

ポートフォリオ）を用いて学びの振り返りを充実させ，学んだことを実生活にいかすために選択・判断

する場を設定した授業改善を試みた。

3. 本研究における「社会参画の資質・能力の基礎」についての定義

北 (2012), 北・向山 (2014) は， 「社会参画」を「よりよい社会の形成に主体的に関わること」と

し，その力を育むために，①かかわる対象である社会のことを正しく理解・認識すること，②社会的な

事象や事実を丹念に調べ，それをもとに考える活動に取り組むこと，③社会や社会的事象と自分たちの
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生活との結びつきを理解させることの重要性を指摘している。

そこで本研究では，北 (2012) , 北・向山 (2014) の理論を援用し，社会参画の資質・能力の基礎を

身近な生活の問題や課題を自分ごととしてとらえ，よりよい生活にいかすために選択・判断しようと

するカ

と定めた。

4. 授業の構想

(1)社会参画の資質・能力の基礎を培う授業構想

社会参画の資質・能力の基礎を身につけ，発

揮できるようにするための条件について，北 ③学習の成果を生活や

②社会的事象の意味を 社会に生かす活動

考える活動

証：会的事象を調べる活動 ．交流（選択・判断） ↓ 
(2012)は，①社会的な事象や事実を調べる活

動（事実認識），②調べてきたことをもとに考

える活動（社会認識），③生活や社会に生かす

活動（社会参画）の段階を示している（図 1)。

唐木ら (2010)は， 「社会参画を志向する社会

科授業」について「理解」を直視する① 「科学

的社会認識の育成を目指す社会科授業」， 「能

カ」を重視する② 「意思決定能力の育成を目指

す社会科授業」， 「態度」を重視する③ 「社会

的実践力の育成を目指す社会科授業」の 3つに

:：: ：:：活用 ↓ rー、

戸二→竺：勺
社会がわかる

（当事者意識の醸成）
→―JC. 欲

分類し，①から③へと順に授業を発展させるこ

とを提案している。

これらに共通するのは，調杏・見学などの調

学びと生活との結びつ

図1 「社会参画の資質・能力の基礎を培う授業段階モデル」
北(2012)をもとにして，筆者が加筆・修正

ベ活動を通して，社会認識を身につけさせること，調べたことをもとに思考する場を設定すること，

学んだことを実生活へと結びつけることである。本研究では，北 (2012) の理論に依拠して授業を構

想した。

(2)社会参画の基礎の育成に関わる指導の工夫改善

澤井(2015)は， 社会科の授業において， 「よりよい社会の形成に参画する資質や能力の基礎」を育

成する際，社会参画の捉え方について， 「拙速に実社会での行動・実践を求めるものではなく，将来

に向けた社会づくりに参画できるような人になるための『基礎』を培うもの」としている。さらに，

社会参画の基礎を育てる授業について， 「共感的理解」と「冷静な価値判断」の 2つの軸の車要性を

提言し，共感的理解を持ちつつも，当事者性と適当な距離を保ち，客観的に価値判断するような両者

のバランスが取れた授業展開の重要性を指摘している。

板垣 (2009) は， 3年間の研究を通して社会に参画する力を育む実践に取り組み，その士台となる

力として，社会的事象についての知識や概念の形成，技能の重要性を提言し，協働的な学び（交流する

場）を単元に設定するなどの指導のエ夫を通して，研究の有効性を示した。また，加藤 (2014) は，社

会参画意識を育成するために，小学校中学年において，社会的事象を自分ごととしてとらえやすい地

域教材を用いて，価値判断と意思決定の場面を学習指導計画に位置づけるとともに，その有効性を児

童の感想や日記，保護者のアンケートから示した。

これらのことから，単元を構想する際，自分ごととしてとらえやすい地域教材を活用し，振り返り

の充実を図りながら当事者意識の醸成を図ったり，協働的な（選択・判断する）場面を設定することで

よりよい生活にいかそうと考えたりできるような指導のエ夫改善を，本研究では講じた。
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5. 研究方法

(1) 対象

公立A小学校第4学年児童 29名（男子 12名，女子 17名）を対象に，社会科の大単元「安全な暮らし

とまちづくり（全 28時間）」と「健康なくらしとまちづくり（全 24時間）」を取り上げた。

(2) 時期

授業実践は， 2018年4月上旬~9月下旬に実施した。

(3) 検証の方法

① 授業記録（記録・観察）

i 授業者による子どもの発言等を記録して， 自分ごととしてどのように間題をとらえているの

かを分析した。

ii 本研究および授業に関連して，自主的・自発的に調べてきた家庭学習等も参考にした。

② 振り返りシートによる児童の記述

1枚の振り返りシートに単元の各学習場面で，学習の中で大切だと思ったこと，自分の生活

にいかせそうなこと，疑問に思ったこと等の観点を示して記述させ，その内容から分析した。

ii 単元を通してこれまでの学びの感想を書かせ，自らの変容についてメタ認知を働かせたり，

身近な間題を自分ごととしてとらえ，より良い生活にいかそうと考えたりしているか等の内容

を分析した。

6. 研究の実際

(1) 授業実践 1

① 小単元名 「災害からまちを守るために」

② 単元で育成したい社会参画の資質・能力の基礎

消防署や地域が連携・協力しながら地域の安全を守っているという社会的事象の意味を理解した

上で，本地域の課題を自分ごととしてとらえつつ，今の自分にできることを考え，よりよい生活に

いかそうとする力。

③ 単元構成の工夫

単元の学習を，児童自ら問いを持ち，追究したくなるような問題解決的な単元構成や教材化の

工夫を試みた。その際，各単元において身につけさせたい資質・能力を明確化しつつ，次に掲げ

る4つの視点を単元計画および授業実践に位置づけながら，指導のエ夫を行った。

1)学習間題 2)予想 3)調べる活動 4)まとめ 5)振り返り
（ア） 授業デザイン

学習の型の形成及びタイムマネジメント

地域教材の活用
1)中城村の防災倉庫

（イ）
2)中城村のデータの活用（防災マップ，統計資料など）

（ウ） 振り返りの充実
1)価値のある振り返りを評価し，情報の共有・焦点化

2)自己評価によるメタ認知を醸成

選択・判断する場
1)班による防災倉庫(5つの公民館）の調査

（エ）
2)発表会による情報交流および地域の課題についての話し合い

④ 実践の概要

本単元は「火事や地震が身近な災害であることに気づかせ，消防・防災のための様々な活動や施

設について調べ，それらの意味と役割，消防・防災のエ夫と努力を理解させる」とともに「学校や

地域の消防施設・防災計画を調べ，消防署や関係する諸機関，地域の人々が相互に協力，連携しなが

ら地域の安全を守っていることを理解させ，自分ができることを考えさせる」ことをねらいとした。
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特に， A小学校の所在自治体の防災計画や統

計資料を活用して間題解決的な学習を進める

ことで，子どもたちが社会的事象への興味•関

心を高めながら，学習後の振り返る時間を確保

できるような授業づくりを試みた（表 1)。

単元終末部分では， 「自分（たち）だったら」

と考え，選択・判断しようとする力を養うこと

を意図して， 「今の自分たちにできる防災につ

いて」というテーマで話し合いを行った。実際

に家庭で「防災リュック」を準備している児童

Aの実践を取り上げたことで，防災についての

新たな視点や気づきを学級全体で共有するこ

とができた。

⑤ 実践の考察

自分ごととして追究する子ども

学詈
遺租

l; 

雙
る

； 
i 

表1 単元計画（全 17時間）

峙数 学習活動 指導の工夫

1 写（学エ習や問統題計）グをラつフくのる茂口み取りを通して， 学級の問い 中城村の火災に閲する統計資料

を作成・楼示（イ）

1 消て防計署画の的対に是行の動仕し方てをい問るべこ，と人を捉々やえ関る係。機隣が連携し
学習した, , 0蕃の仕組みと闘

連させる（ア） （ウ）

1 消火活動以外の璃防署の人たちの仕事内容を鵠ぺる。
事件・事故が起きたときの警察

署の働きと関連させる（ア）

4 中北消防署を見学する．
これまでの学びと調連させて社

会的事象を捉える（イ）

振り返りの記述から消火栓やブ

1 学校の消防設傭の役割と清防団の働きについて知る。 ールの役割を瑾餓させる（ア）

（イ）

1 学校の消防設傭を謂ぺ 消防計画について理解する。
どれくらいの消防設傭があるの

かを予類させ，班で調査（ア）（イ）

1 防られ災て計い画るをこもととをに知しるて．避難指定場所がそれぞれ決め
ハザードマッブからそれぞれの

地域と避麒場所を理解（イ）

1 防あ災る倉の庫かに予つ想すいてる運。解し， 中城村の防災倉庫はどこに 防災倉庫に常傭されている実物

や写真を掲示（イ）

①地域舞の追雌指定場所を訓べる計園を立てる、＇ 「災害避雌指定場所の公民館に

②問ぺたことを発表用紙にまとめる。 防災倉庫はあるのか」を追究さ

5 ③発表の練習をする。 せるために保護者の協力を得る

④～⑤謂ぺたことを発表し，情輯を共有する （イ）（ウ）（エ）

1 災し害合かう。ら身を守るために 自分たちにできることを話 児童のふり返りや感想（防災LJュ

ック）をもとに交流する（ウ）（エ）

特徴的な場面として，第 9時の振り返りシートに児童Bが「学校近くのスーパーにも消防設備が

あるのか調べたいです」と，身近な生活場面へ学びが転移している様子が窺えた。そこで，児童B

の振り返りを次時の導入で子どもたちに紹介し価値づけると，その後，児童Bの記述に触発された

児童Aが「近所のスーパーの消防設備」，児童Cが「公民館の消防設備」について自主的に調べ，

家庭学習の成果として紹介してくれた。この出来事が，自主的・自発的に追究する子どもたちが登

場する転換点となった。

第 12時以降，児童Aは班で「地域の防災倉庫調べ」を行い，自分たちの住んでいる地域には防

災倉庫がないことを知った。災害避難場所に指定されている公民館や学校にどうして防災倉庫がな

いのかという疑問を持ち続けた児童Aは，地域のいたるところを保護者と共に調査した。しかし，

最後まで防災倉庫を見つけることができず，以下に示すようにその切実な思いを調査メモに記して

しヽた。
I 

●●● （地域名）には防災倉庫はないと思われる。もしそれがなかったら災害が起きた時，私

たちは飲むものも食べる物もない。そうしたら生きていけない。自分の命を守るためには，防災

リュックを準備しておくことが大切だと思った。

メモの内容から児童Aに当事者意識の高まりが見られた。自分ごととして追究できるようになっ

た要因は，学びの中から生まれた切実な「問い」が生まれたからだと考える。その後，児竜Aの取り

組みは，他の児童に大きな影響を与え，各々が防災について自分ごととしてとらえ，リュックの中身

を選択・判断したオリジナルの防災リュックが家庭学習の成果として登場した。

ii 振り返りシートから

単元を通して自分の考えを振り返る場面（表 2)と，単元終了後の振り返りをする場面（表 3)の

2つの記述から考察した。なお，これ以後見られる児童の記述の一部は，当該児童本人と内容を

確認しながら，助詞等の表現の修正を行ったものである。また，下線は筆者が付けたものである。

表 2より，第 2時以降から児童AとBに共通したのは，観点にそって「～はどうするのか」 「～

はどうなっているのだろう」と問いを記述（下線部）していたことである。 4つの観点の中から

間いを記述するようになったのは，社会的事象を自分ごととしてとらえ「調べたい」という意欲

の高まりや切実な思いが醸成されたからだと考える。手立てとして価値のある振り返りを評価し，

全体で共有したり焦点化したりしたことが追究意欲を高める一つの要因になったと考える。
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表 2 単元を通して振り返る場面の児童の記述

【第 1時】 今日分かったことは火事は色々な原因で起ごっている

学習問題 事です。

【第 1時】
沖縄で火享が500件以上あったのでびっくりしました。

学習問題

【第 2時】

119番
疑問に思ったことは，学校などの施設にも安全のため
の道具もあるのかということです。

の仕組み

【第 2時】
今日の授業で大切だと思ったことは，消防の通信指令

119番 室がたくさん連絡するのは，人の命を守るためという

仕組み
ことです。

【第 3時】 【第 3時】

消防士の
今日の勉強で疑間に思ったことは．火事のない Hは

1年に何日ぐらいなのかということです。
消防士

消防士の人は警察と同じで， 24時間働いている事とが

わかった。

仕事 の仕事

［第 4~7時1
不思議に思ったことは，中北消防署の涌信指令室は

消防署見学 ど2して極土の直とたれが画いのかです。
児

【第 4~7時】 疑間に思ったことは，逍火出にムがな＄なったらど
うするのかなと思いました。 MVFは泡を出せてすご

児
消防署見学 いなと思いました。

【第 8時】 【第 8時】

童
地域の

今日不思議に思ったことは，防火水槽はどれくらい

の水があるのかということです。
童

地域の
泊火中に水がなくなったら，消火栓や防火水槽を使う

ことが分かったロ

A 消防設備 B 消防設備

【第 9時】 【第 9時】

学校の
どうして佐立館の 1臨の立が 2匿より逍公捻立逍
火器が多いのかということです。

学校の
学校には煙探知機，熱探知機があったけど，サンエー

にもあるのか疑問に思いました。

消防設備 消防設備

【第11時】 どうして主送の仕には肱磁設細がないのか疑間で 【第11時】 どうしてハザードマップに津波の起去る楊所に癖難

災害避難場所 す。 災害避難場所 面がとるのかなと思いました。

［第12~16時1 今日の授業で，生活に活かせそうなことは， 「いつ」
「どこで」地震が起きるか分からないので， 「ここで

防災倉庫調べ 災害が起きたら・・・」と考えておくことです。

【第12~16時】
今日の授業で，防災リュックを準備しようと思いまし

防災倉庫調べ
た。

【第17時】 今日の授業で生活にいかせそうなことは，棚の上に危 【第17時】 今日の授業で， 4班の言っていた「棚の上に危険な物

話し合い 険な物や重たい物を罹かないことです。 話し合い を晋かない」が良いと思いました。

児童D(表 3) は，単元を通して社会的事象について理解し，児童Aの発表を聞いて防災につ

いての新たな気づきも得られ（下線部），それを自分の生活にいかそうと表現していた。また，体

験学習をもとにした話し合いに取り組んだことで，身近な問題を自分ごととしてとらえることが

できるようになったと考える。しかし，児童Eは単元を通した一番の学びを「火事が起こったら，

消防の通信指令センターにつながること」という社会的事象の理解にとどまっており（表 3)'

他の学びへ繋がらなかった。児童Eに「間い」 （間題意識）が生まれるような発間や教材のエ夫

が必要だと考える。

表 3 単元終了後の振り返る場面の児童の記述

私が今までの学習で学んだことは 11 9番の仕組みです。急病や怪我が起きたらまず消防本音仰の通信指令室につながって消防車や

児I消防出張所などに連絡がいくことがわかりました。それに，いつ火事が起きてもいいように，体制を整えていることがわかりまし
厳 た。消防署の人は30秒で着替えていたのですごいと恩いました。
D あと，私はA んの いて，，，，こ j<Iユヽ、 して‘こ が t用い しこ災害が起きた時，自分

たちにできることは近所の人への声かけや棚の上には危険なものや重い物を置かないことが大切だと恩いました。

児I仰，これまでの授業を振り返って，災害から自分の身や中城を守るために一番大切だと思ったことは，もし火事が起こったら
童 （弊察署の）通信指令室ではなく消防の通信指令センターにつながることがわかりました。
E あと，自分がやってみたいことは消火器を使ってみたいです。その理由は，まだー鹿もやったことがないからです。

(2) 授業実践 2

① 小単元名 「水はどこから」

② 単元で育成したい社会参画の資質・能力の基礎

水道事業に関する社会的事象についての知識を身につけた上で，水の使い方について自分ごとし

てとらえ，よりよい生活にいかすために選択・判断しようとする力。
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③ 単元構成の工夫

実践 1の工夫に加えて，これまでの学びをもとにした討論会を 2回設定した。身近に使える水

を「有限なもの」だと気づき，水の使い方について自分ごととして考えながら，より良い生活に

いかすために選択・判断しようとする力を培うことを意図した。

④ 実践の概要 表4 単元計画（全 12時間）

本単元は， 「自分たちが使う水道水の

用途や星，送られてくる経路，水源を確

保するための取り組みなどを具体的に調

ベ，自分たちの葬らしと水道水が密接に

結びついていること」や「水道事業が広

い地域の協力と人々の努力によって計画

的に行われていることを理解する」こと

と，その上で「自分自身の水の使い方に

ついて考えさせる」ことをねらいとして

いる。そこで，本単元を進めるに当たっ

ては，本研究の目的の達成に向けて，以

下の 3つのことを意識して単元を計画し

た（表4)。

学習
過程

つ
か
む

' る

I 
る

息
る

時数

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

学習活戴 指導の工夫

水道水とJI[の水を比べて興味関心を高め、 身近な水道水を用いることで，追究する

学習課題を立てる． 意欲を持たせる。（イ）

資料をもとに水が送られてくるまでの経路 中城村の水の使用量を 1Lペットポトル

や水の使用量の変遷を謙み取る。 をもとに実感させる。（イ）

浄水場とダムの仕組みや役割を闘べる。
前時の振り返りから浄水場やダムの仕紺

みを調ぺる意欲を持たせる。（ア）（ウ）

昔の中城村の人の水の手に入れ方や水道が 地域人材を活用して当時の水の手に入れ

引かれるまでの歴史について知る。 方や様子の講話を聰く。（イ）

浄化センターの働きを知る。
具体物（汚水）や振り返りを活用して授業

を展開する。（ア）（ウ）

浄水場と倉敷ダムを見学し，その仕組みや これまでの学びを振り返りながら，見学

役割を理解する。 する視点を与える。（イ）（ウ）

資料を見て水を無駄にしないための工夫を 世界の国と日本を比較することで身近な

考えられるようにする。 水について考えを深めさせる。（ウ）（エ）

水の使い方について， これまで学習を基に これまでの学びを振り返り，水の使い方

しながら討論会を行う。 について考えを深めさせる。（ウ）（エ）

1つ目に，主体的な学習者となるための間いを持たせるため，導入では実物の水道水と川の水を

比較させた。 2つ目は， A小学校の所在自治体の水に関する統計データを活用したり地域の方から

昔の水事情を話してもらったりすることで，水と地域に対する共感的理解を得られるように意図し

た。 3つ目は，討論会を設定し，水の使い方について選択・判断する力を養うことを目指したこと

である。

⑤ 実践の考察

自分ごととして，主体的に考える子ども

討論会を終え学習のまとめを行った後，沖縄県は猛烈な台風が襲来し大規模な停電が発生した。

その体験を児童Fは，以下に示すように日記を綴っていた。

「台風が来たとき」 (113目）

昨日，台風が来ました。起きたとき窓を見ると，ベランダに雨水が溜まっていました。リビングを見ると窓が割れていて，

お母さんがガムテープでガラスをおさえました。お父さんも作業をしていました。私は妹と遊んでいたら，水が止まっていて

テレビも付きませんでした。その日はお母さんと外に出たり，おばあちゃんの家に行ったりしてすごしました。家に帰ってく

るとまだ電気はついていませんでした。電気と水がないと大変だなぁと思いました。

「いとこのお家に避難」 (2日目）

次の日，起きたらまだ停電中で水道も出ないので，いとこのお家に避難しました。いとこのお家は電気もついていたし，水

も使えるから良いなぁと思いました。それで，お風呂に入れてもらいました。めっちゃ気持ちよかったです。その後，自分の

お家に帰ると…電気がついていました。だからめっちゃうれしくて騒ぎまくり，あとでお母さんに怒られました。私は，璽忽

とお水を大切にしようと思ったし 社云 にもつながっていると思いました

両方の日記の末文（下線部）に着目すると，台風を経験することで，より一層水の大切さを実感で

きたことが表現されており，社会科の学びが自ら実生活へとつながっていることに気づいたようす

が窺える。児童Fは学習に対して年度当初から苦手意識を持っていたが，調杏活動や討論会など協

働する場を繰り返し経験してきたことで学習に対する意欲が高まっていた。学習後も水の使い方に

ついて関心を持ち続けていたことから，水について自分ごととして考える事ができたと推察する。
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児

童

A 

ii 振り返りシートから

前回と同じ対象の児童Aと児章Eを比較・検討した。児童Aは，前回と同様に第 1時から，観点

に沿って間いを持ち，学習のつながりを意識しながら多角的に考え，表現していることがわかる。

一方，児童Eの記述は，前回のように社会的事象についての理解についての記述が多くみられるも

のの，第 1時と第 3時に「～を知りたい」と間いが生まれているようすがわかる（表 5)。 1時

間毎の導入のエ夫や発問が児童E の興味• 関心を高め，振り返りの記述に変容を与えたと考える。

表 5 単元を通して振り返る場面の児童の記述

【第 1時1 疑間に思ったことは，防災セットで「汚い水を幸れい 【第 1時】

壁でまる組却 Iのよ 2な蓋と握って左とま払いに 注ム盪iまとんなとのに組2のか筵 !1'!l;い，
学習問題 でまるのかということです。 学習問題

【第 2時1 疑間に思ったことは，丞菰公園の配本迪から生区の
水は幸ているのかということです。配水池によって

水の経路 本のに担い空色は違うのかも知りたいです。

【第 2時】
水道水は，ダム→浄水場→配水池という順番が分かっ

水の経路
た。

【第 3時】 生話に話かせi:2なことは．節水です。どういう風に 【第 3時】

節水するかというと，起墨呂で佐主迭うとまに一回 沖縄で一番高いダムは，福地ダムだけど．東京とかは福

ダム・浄水場
止めたり l:::i.レの堕に「本Iじ企な5て「小 Iで
逸!.:'ftり土ることです。

ダム・浄水場
幽乞ムよりも本まいのか雄りたい、i

【第4時】
今日の学習で分かったことは，水は川から手に入れたと

昔の水事情
いうことです。

【第4時】

昔の人は，雨水をタンクに入れていたことが分かった。
昔の水事情

【第 5時1 使ったあとの水は，下水道を通って下水処理場に行くこ
児

【第 5時】

とが分かりました。あと残飯は下水管に入れないよう
浄化センター にしようと思いました。 童

今日の学習で，油や残飯は流さないことが分かった。
浄化センター

［第6~9時】
機械がたくさんあるので，びっくりでした。あと海水か E 【第6~9時】

今年は雨があまり降らず貯水率が41%になったので，水

社会見学
らも水を作れるということもびっくりしました。

社会見学
の無駄遣いはしてはいけないことが分かりました。

【第10時1 水はとても大切だと思いました。理由は，エチオピアの
アイシャは濁った水を飲むことにびっくりしたからで

節水 す。

【第10時】
ぼくは，エチオピアのような水環境だったらとてもいや

節水
だと思いました。

【第II時1 私はダムの今のまんまがいいと思います。ただし，ダ

ムの本がなくならないように，箇本の心が1れました
討論会① 立が良いと凪いま土、）

【第11時】
ぼくはダムを減らした方が良いと思いました。理由は

討論会①
節水をすれば大丈夫だし，お金もかからないからです。

［第12時】 私は南上原にダムを造るとしたら，反対です。なぜな 【第12時】 ぼくは中城にダムを建設するのに反対します。その理
ら，小さい頃からほとんど住んでいるし，この村はとて 由は，友達とも別れるし，生き物も少なくなって悲しく

討論会② も大切だからです。 討論会② なるからです。

児童Cは， 「水の使い方」について学習前と学習後での変容を記述し（表 6)' これまでの学

びをもとに，よりよい生活へ活かそうとしているようすが窺える。一方で，児童Eは，表 5の変容

と同様に，記述内容が社会的事象の理解のみでなく，本県の今年の水事情についての認識も含め

た上で，水の使い方について自分ごととしてとらえ，節水に取り組もうとしているようすがわか

る。その要因として，身近な水を学ぶ中で，既有の知識とのズレ（意外性）や新たな知見を得ら

れたことが学習意欲の向上に寄与し，当事者意識の醸成へとつながったと推察する。

表 6 単元終了後の振り返る場面の児童の記述

私は水はどこからを振り返って， 1番大切だと思ったことは水は「限られた資課」ということです。理由は，ダムの水が少なくなると

断水する可能性があってみんなが水を使えなくなるからです。:1ぷ匁”；、やってみぷ噂tです：ムまこめ？こ して千ま心 i ぷるTは、：した 9チ：〗゜アで↑i竺贔〗も
C 

くんで無料で使えるけど，手に入れるまでが難しいです。でも，日本は手に入れるのは簡単だけど，お金がかかります。だからこそ節水

して水を大切に使いたいと思いました。

私はこの勉強で而白いと思ったのは水の循環です。理由は，使われた水が蒸発して雨が降ってダムに水がたまって浄水場できれいに

されて，使った水はは下水処理場できれいにされて海へ行って，と「リュース」みたいになっているのが面白いと思ったからです。

児 I僕が，これまでの学習で一番大切だと思ったことは，今年の沖縄は，雨が降るのが少なくて貯水率が40%台になって大変だったと思

童 うから，水を無駄滑いしないことだと思いました。

E 僕は，次からはあんまり水を使わないで節水をしたいと思いました。
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7. おわりに

本研究では，小学校社会科の単元に「授業デザイン」 「地域教材の活用」 「振り返りの充実」 「選

択・判断する場の設定」の 4つの手立てを位置づけた指導の工夫改善を通して，社会参画の資質・能

カの基礎を培う授業を提案し，その効果を検証することを目的とした。

実践 1の児童Aは，災害が起きた時のことを想定し，切実な間いを持って防災倉庫を探したが，結

局見つけることができず尻その結果，今の自分にできることとして「防災リュック」を準備した。こ

れこそ，筆者がとらえる社会参画の資質・能力の基礎が培われたことを意味している。加藤 (2014)

は，社会参画意識の育成のために，地域教材を用いて価値判断や意思決定の場を単元に位置づけた指

導のエ夫による有効性を示した。本研究においても，地域教材の活用や選択・判断する場を単元に位

置づけたことで，児童に問いが生まれ，自分ごととして追究し，よりよい生活にいかそうとする力を

育む有効な面を確認することができた。

実践2の児童Fは，学習に対して年度当初から苦手意識を持っていたが，班の仲間と調査したり交

流したりすることで学習に対する関心を高め，実生活とこれまで学びが繋がっていることに気づくこ

とができた。板垣 (2009) は，社会参画の力を育む手立てとして協働する場を単元に位懺づけ，児章

の学習喚起の効果を明らかにしたが，調査活動や交流活動を単元計画に位置づけた本実践においても，

同様の効果が得られたと考える。

以上のことから，社会参画の資質・能力の基礎を培う実践を積み軍ねたことは，児童の変容を促す

上で概ね有効だった。本学級では，上記の児童以外にも，問いを持ち続けて（単元が終了した後も）

追究し，本地域唯一の防災倉庫を突き止めたり，他地区で発見した防災倉庫を紹介したりする児童た

ちも現れた。澤井 (2015)は「自分がどうかかわっていけばよいのかを考え続ける，関心を持ち続け，

間い続ける，そのような態度や能力を育てていくことが， 『よりよい社会の形成に参画する資質や能

カの基礎』を育てることの本当の意義」と述べている。本実践を振り返ると，変容の見られた児童の

共通点は，問いを持ち，社会的事象を自分ごとに引き寄せて考えていた。しかし，実践を通して明ら

かになった課題は，児童A以外に「切実な」問いを十分に持たせられなかったことである。加えて，

振り返る視点を与えたことで児童の自由な発想や考えを制限してしまったことも改善の余地がある。

今後は，問いを形式的に求めるのではなく，優れた問題解決学習の中で，問いに対する切実感を学習

過程から創り上げていけるような小学校社会科の授業を創造していきたい。

注釈

実際には，当該自治体には居住地域外に一箇所だけ防災倉庫がある。
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