
 

社会科学習指導案 

 

日 時  平成 29年 1月 28日 

      児 童        ○○名  

場 所           5年○組教室 

授業者       黒羽 雄大 

指導者    教諭 ○○ ○○ 

 

１ 単元名  「めざせ、スゴ腕起業家！！」 

 

２ 単元の目標と評価 

（１） 目標 

 起業家の活動に興味を持ち、絵本「レモンをお金にかえる法～経営学バージョンⅡ」を

教材として活用し、起業家として必要な知識や技能を習得する。また、知識・技能を活か

し、より良いお店作りを企画する活動を通して、「起業家精神」や「起業家的資質・能力」

を育成する。 

 

（２） 評価規準 

ア 関心・意欲・ 

態度 

イ 思考・判断・ 

  表現 

ウ 観察・資料活用 エ 知識・理解 

起業家の活動やお店

を経営することに関

心を持ち、意欲的に

学習しようとしてい

る。 

習得した知識・技能

を基に、どのように

すれば、より良いお

店が作れるかを考

え、表現することが

できる。 

絵本からお店を経営

していくうえで必要

な知識・技能を読み

取り、自分たちの企

画に活用することが

できる。 

お店を経営していく

起業家として必要な

知識・技能を理解す

ることができる。 

 

３ 単元について 

 本単元の目的は、経営学の視点を取り入れた「起業家教育」の小学校社会科授業を行う

ことである。 

 今日の日本は著しい経済発展を遂げ、今後もさらなる発展が予想される。子どもたちに

は、このような経済社会を生きていく力を身に付けさせる必要がある。しかし、今の小学

校教育の中には、経済的な学習が少なく現代社会にふさわしい「生きる力」が十分に育成 

されていない。 

 また、若者の早期離職率が高くなっているという課題もある。厚生労働省の調査によれ

ば、大卒者の約 3割が卒業後三年以内に仕事を辞めており、その理由の多くが「仕事が自



 

分に合わない、つまらない」というものである。この背景には、何のために働くのかとい

う疑問があったり、自分がやりたいことを見つけないままに就職してしまっていたりとい

うことがある。そこで、子どもたちに働くことに触れさせたり、将来を考えさせる機会を

与えたりして、職業観を育成する必要がある。 

 これらの課題を乗り越えるために、本単元を通して起業家教育を行い、「起業家精神」「起

業家的資質・能力」を育成する。 

 本単元第 2次の知識・技能の習得においては、ルイズ・アームストロングの『レモンを

お金にかえる法』という絵本を経済学に拠って内容を組み換えたものを教材として活用す

る。絵本を教材することで、起業家の活動や経営学の理論・戦略をより分かりやすく、具

体的に学習することができる。また、絵本という子どもにとって身近なものを使うことで、

興味や関心も引き出すことができる。また絵本に加えて、実際の企業やお店が行っている

工夫、取り組みも取り上げる。 

 「企業の社会的責任や社会貢献」については、近年注目されている社会貢献型ビジネス

について学習させる。今日的な諸問題である「環境問題」や「自然災害」などと絡めて、

どのようにして社会に貢献しているのか、実際に企業が行っている取り組みなどを取り上

げ指導していき、企業の在り方を考えさせたい。 

 次に第 3次の知識・技能を活用する体験活動のおいては、「ハンバーガーショップを起業

しよう！」という教材を活用する。ハンバーガーショップの企画を通して身に付けた知識

や技能を活用させたい。その際に次のことに留意したい。  

 それは、子どもたちが考えを深められるようにすることである。本単元では、第 1案の

企画→プレゼンテーション・投票→改善案の作成という過程を取っている。プレゼンテー

ションの結果などを踏まえて、企画を二度行うことで考えを深めることができる。また、

子どもたちの創造力や多様な考えを引き出すことができるよう、机間指導などを行いなが

ら必要に応じて、企画の時間を長くするなど工夫をしていきたい。 

 

４ 指導計画（11時間扱い） 

次 
時

数 
主な学習活動 各時間の評価規準 

1 1 ○起業家について理解を深める。 

・起業家とはどのような人たちかを知

る。 

・起業家にはどのような力が必要かを

考える。 

ア 起業家や経営することに関心を持

ち、より良くお店を経営する方法に

ついて学習しようとしている。   

2 2 ○絵本『レモンをお金にかえる法』用

いて、基本的な用語や起業の目的を理

解する。 

エ お店を経営する上で必要な基礎的  

な知識・技能を理解している。 



 

 

・「原料」や「価格」、「賃金」などの基

本的な用語を理解する。 

・今後、どのようにすれば利益を出す

ことができるかを考える。 

3 ○「モチベーション理論」を理解する。 

・どのようにすれば従業員のモチベー

ションを上げることができるかを考え

る。 

・モチベーションを上げる意味や必要

性、実際の企業でのモチベーションの

上げ方を知る。 

イ 従業員のモチベーションを上げる

方法を考えている。 

 

エ モチベーションを上げることの重

要性を理解している。 

 

 

4 ○「組織論」を理解する。 

・新しい従業員を雇う場面を通して、

どのような新人を雇うべきかを考え

る。 

・組織を作っていくことの意味や重要

性、実際の企業での組織づくりを知る。 

イ より良いお店を作っていくために

は、どのような組織作りが必要か考

えている。 

 

エ 組織作りの重要性を理解してい

る。 

5 ○「価格戦略」を理解する。 

・価格戦略の意味、実際の企業での価

格戦略を知る。 

価格戦略を行うことのメリット・デメ

リットについて理解する。 

エ 価格戦略の意味やメリット・デメ

リットについて理解している。 

6 ○「イノベーション戦略」を理解する。 

・イノベーション戦略の意味や必要性、

実際の企業でのイノベーションを知

る。 

・どのようなイノベーションが出来る

かを考える。 

イ イノベーション戦略を成功させる

ために何が必要か考えている。 

 

エ イノベーション戦略の意味や必要

性を理解している。 

7 

本

時 

○「社会的責任・社会貢献」を理解す

る。 

・どのような社会貢献型のビジネスが

実際に行われているかを知る。 

イ 企業が社会貢献を行う背景や経営

者の思いを考えている。 

 

エ 社会貢献型ビジネスの内容やその

必要性を理解している。 

３ 8 ○ハンバーガーショップの企業を想定

し、第一案の企画をする。 

ア 経営することに関心を持ち、より

良いお店をつくる企画案づくり進ん



 

 

・既習の知識や技能を基にグループで

話し合う。 

・話し合った企画をワークシートにま

とめる。 

で取り組んでいる。 

ウ 前時までの絵本や資料を自分たち

の企画案に活かすことが出来る。 

9 ○プレゼンテーションを行う。 

・作成した第一案の発表をする。 

・自分たちの企画に足りないもの、他

グループの企画の良いところを考え

る。 

・良いと思った企画に投票する。 

イ プレゼンテーションを通して自分

たちが企画した第一案について分かり

やすく適切に表現することができる。 

10 ○改善案の企画をする。 

・プレゼンテーションや投票を踏まえ

て改善すべきところをグループで話し

合い、企画書にまとめる。 

イ プレゼンテーションから新たに見

つかった課題や他の班の良いところを

踏まえて、自分たちの企画をより良く

する方法を考えている。 

４ 11 ○学習をふりかえる。 

・起業家を知り、その活動を体験する

中で感じたことや学んだことをワーク

シートにまとめる。 

ア これまでの学習を日常の生活や自

分の将来に活かそうとしている。 

 

５ 本時の学習（7/11時間目） 

（１） 目標 

・なぜ社会貢献型のビジネスが必要で、どのようなことが行われているのかということ

について理解することができる。 

 ・どのようにすれば社会に貢献できるかを考えることができる。 

 

（２） 評価規準 

 ・企業が行う社会貢献型ビジネスの内容やその必要性が分かったか。（エ知識・理解） 

 ・企業が社会貢献を行う背景や経営者の思いを考えることができたか。（イ思考・判断・

表現） 

 

（３） 準備 

 ・ワークシート 

 ・「レモンをお金にかえる法～経営学バージョンⅡ～」 

 ・掲示資料（災害支援型自動販売機、パン・アキモト） 

 ・動画資料（2014年 2月 6日放送カンブリア宮殿 「パンの缶詰」で貧困をなくせ！栃



 

木のパン屋さん、世界規模の挑戦を一部編集したもの） 

（４）展開 

過程 

（時配） 
教師の指導 児童の活動 

☆指導上の留意点 

★評価 

導入 

3分 

 

 

 

 

 

5分 

 

 

 

 

2分 

 

○前時までのふり返りを

する。 

「レモネードをたくさん

売るためにどのような作

戦を学習してきました

か？」 

 

○『レモンをお金にかえ

る法～経営学バージョン

Ⅱ～』の⑨を読み聞かせ

る。 

 

○課題提示 

 

 

 

 

 

・モチベーション作戦。 

・イノベーション戦略。 

・価格戦略。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆既習事項である「モチ

ベーション理論」、「組織

論」、「価格戦略」、「イノ

ベーション戦略」につい

てふり返る。 

 

 

☆社会貢献型ビジネスが

あることを理解させる。 

 

 

 

 

 

 

展開 

 

 

 

5分 

 

 

 

 

10分 

 

 

 

 

 

 

○災害支援型自動販売機

の写真を見せる。 

「この自動販売機の写真

を見て、何か気付いたこ

とはありますか？」 

 

 

 

 

○パン・アキモトがパン

販売を通してどのような

社会貢献を行ったかを考

える。 

 

 

 

 

 

・コカ・コーラの自動販

売機だ。 

・色んな種類の飲み物が

用意されている。 

 

 

 

○グループで話し合い、

考えたことをワークシー

トにまとめる。 

・パンを食事に困ってい

る人のところに届けた。 

・パンのゴミや余り物を

ゴミとして捨てないよう

☆必要に応じて普通の自

動販売機の写真を提示

し、見比べることができ

るようにする。 

☆身近な自動販売機も社

会貢献型ビジネスの一つ

となっていることを理解

させる。 

 

☆グループを作り、話し

合わせる。 

☆パン・アキモトが行っ

た社会貢献を理解し、そ

の背景や経営者の思いに

も注目させる。 

☆動画資料を児童に見せ

社会貢献ビジネスを知ろう！！ 



 

 

10分 

 

 

 

○社会貢献の重要性を考

えさせる。 

「なぜ、多くの会社が社

会貢献型ビジネスを行っ

ているのだろう？」 

にした。 

・困っている人を助けた

いから。 

・社会のために何かする

ことも利益につながるか

ら。 

・色んな人たちに信頼さ

れるようになるから。 

る。 

 

 

まとめ 

7分 

 

 

 

 

 

 

 

3分 

○本時のまとめをする。 

「今日は、社会貢献型の

ビジネスについて学習し

ました。社会貢献とはど

のようなことか、なぜ社

会貢献する必要があるの

かをワークシートにまと

めてみましょう。 

 

『レモンをお金にかえる

法～経営学バージョンⅡ

～』の⑩を読み聞かせ、

次回の活動に。 

 

 

○ワークシートにまとめ

を書く。 

 

☆机間指導 

☆きちんとまとめられて

いる児童のものをいくつ

か発表させる。 

 

（５）板書計画 

 

                           ○なぜ社会貢献するのか？ 

                           ・ 

       （災害支えん型             ・ 

自動はん売機） （予想） 

       ・災害時に無料で  ・ 

        飲料を提供    ・ 

       ・災害情報を流   ・ 

 

 

 

 

社会貢献ビジネスを知ろう 

災害支援型 

自動販売機 

パン・アキモト

写真 

○ま  



 

（６）資料 

１．「レモンお金にかえる法～経営学バージョンⅡ～」全文 

①種はあるけどしかけはないただのレモン。 

これをしぼって水と砂糖を加えると…… 

はい、レモネードのできあがり！ 

②レモンと水と砂糖を原料ということにしよう。 

ジョニーがやってきて「レモネード 1杯いくら？」とたずねる。 

「60円よ」ときみがこたえたら、 

それがきみのレモネードの価格になるわけだ。 

ジョニーが 60円はらったら、きみはレモネードを売ったことになる。 

ジョニーのことを消費者、 

レモネードを製品という。 

いよいよ、レモネードの売店をじぶんでつくることにしたんだね。 

いまのきみは「起業家」だ。レモネード店の経営者なのさ。 

さあ、商売のはじまり、はじまり！ 

③きみの商売の目的は、利益をあげることだ。 

つまり、レモンや砂糖やコップを買ったり、 

売店をつくったりするのにかかったお金よりも、 

お客がきみのレモネードにはらうお金のほうが合計では 

多くなることを、きみは願っているのさ。 

④さて、レモンしぼりにジョニーを雇ったとする。 

その場合、ジョニーのやることを労働、きみのやることを経営、 

きみがジョニーにはらうお金を賃金という。 

⑤ジョニーはもちろん賃金をもらうためにはたらいている。 

しかし、いくら賃金をもらうためだからといって 

レモンしぼりばかりやらされていたらつまらなくてやめたくなるよね。 

そこできみはジョニーのことをたくさんほめたり、ごほうびにケーキをあげたりした。 

さらにこれからも一生懸命はたらいてくれたら、賃金を 100円増やすと約束した。 

するとジョニーは大喜びして今まで以上に仕事を頑張るようになった。 

こうやってジョニーにやる気を出させることを、モチベーションを上げるという。 

⑥お店の売れ行きはとても好調でジョニー1人ではレモンしぼりが間に合わなくなった。 

そこできみはジョニーの他にもう 1人雇うことにした。 

さて、どんな人を雇おう。 

きみもジョニーも一生懸命仕事をやっているが、どちらも計算が苦手だ。 

そこできみは、計算が得意なメアリーを雇うことにした。 

さらに、ジョニーはメアリーより先輩で仕事ができるからメアリーの教育係に任命した。 



 

このようにお店がより良いものになるために 

人を雇ったり、役割を与えたりすることを、組織をつくるという。 

⑦ある日、店の前に新しいレモネード店ができた。 

ライバル店ができたということだ。 

きみの店にいくのをやめて、新しい店にやってくるお客も 

いるだろう。ライバル店がレモネードの値段をきみの店より 

下げれば、つまり安売りすればなおさらだ。 

仕方なくきみもレモネードの値段を下げる。 

こうして値下げ競争がはじまる。 

こういうことのくりかえしを価格競争という。 

レモネードが売れても、入ってくるお金は少なくなる。 

利益はどんどんへっていく。 

⑧ライバル店よりレモネードを売る方法は価格競争の他にもある。 

きみはレモネードに炭酸を加え、レモンソーダにして売り出した。 

そうすると、値段を少し上げても炭酸が好きな人がたくさん買ってくれた。 

値段が少し上がったとしても、ほかの店がやっていないことをやると 

たくさん売れることがあるってことだ。 

このようにほかの店と違うことをして利益を上げようとすることを差別化という。 

⑨ある日、きみが散歩をしていると、 

町のゴミ箱があふれてしまっているのを見つけた。 

いろんなお店がゴミをたくさん捨てたんだ。 

きみの店はどうだろう。 

レモネードがたくさん売れたから、コップのゴミがたくさんあるね。 

そこできみは、コップをリサイクルできるものに変えた。 

これで、利益を落とさずに、ゴミをへらすことができた。 

町の人たちも大喜びするね。 

このようにビジネスをしながら社会や人々のために何かすることを 

社会貢献型のビジネスという。 

⑩さて、レモネード店を開いて 1年が過ぎた。 

この 1年できみは利益を上げることができただろうか。 

それを確かめるためには、 

1年で売り上げた金額から、レモンや砂糖などの原料費や売店をつくるのにかかったお金、 

ジョニーとメアリーに渡す賃金などの使ったお金を引いて 

それでまだ、お金が残っていたら、 

きみは成功したってことさ！！ 

それにきみはレモネード販売を通して、社会に貢献することもできた。 



 

みんなからの信用を手にいれたんだ。 

きみの手元には、好きなことに使えるお金が残っている。 

そのお金できっと素敵なバカンスが楽しめるよ。 

 

２．災害支援型自動販売機資料 

 

 

３．パン・アキモト資料 

 

パン・アキモト社長  秋元義彦        パンの缶詰 

 


