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 第４学年社会科学習指導案 

 

 授業者 金野崇史 

在 籍 ３１名 

１ 単元名「くらしをささえる水」（全１１時間） 

 

２ 単元について 

⑴ 児童の実態 

本学級の児童は、教師の話に興味を持ち、真剣に話を聞くことができる児童が多

く、積極的に発言する姿が見られる。また、教科書に載っている大事な言葉を抜き

出すことはほとんどの児童ができている。 

しかし、自分で思考・判断して考えを表すことは得意ではない。したがって、本

単元では前時のノートや配布する資料を基に、思考・判断・表現する場を設け、主

体的に学ぶ姿勢を育てていきたい。 

⑵ 教材観 

本単元では、地域の人々の生活にとって必要な飲料水の確保について、自分たち

の生活と産業とのかかわりや、これらの対策や事業は計画的、協力的に進められて

いることなどを調べる。そして、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。 

また、「水不足」といった仮定の問題を様々な立場に立って解決策を考える。そし

て、この仮定した問題は地球温暖化や緑の減少といった現代の社会が直面している

問題が関係していることに気付かせ、自身も社会の中の一員であることを自覚させ

る。 

⑶ 指導観 

本単元を学習することによって、児童は水の通り道にかかわる設備や自然の仕組

み、そして施設ではどのような工夫・努力がされているか知ることができる。また、

飲料水確保までの過程を知る中で、水が自分たちの生活に必要不可欠であることが

理解できる。 

本時の学習では、社会参画の手法を用いながら、出来事を他人事でなく自分事に

感じ、より主体的な学習ができると考えている。本時の学習を通し、問題を地球温

暖化や緑の減少に焦点を当て、現代の社会が直面している課題について考えさせる。

これによって、今後自分たちが生きていく社会を、みんなで協力し、より良くして

いこうという意識が生まれる。今自分は何をすべきか、何ができるかといった、児

童なりの考えを持ち、行動に移せることができるよう願っている。 
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３ 単元の目標と評価規準 

⑴単元の目標 

飲料水にかかわる対策や事業は、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理解して、これらの諸活動に関心を持ち、それを意欲的

に調べ、地域社会の一員としてより良い生活環境を考えようとする。そして、それを

実行に移すため、具体的方策を省察することで、社会に参画するために必要な能力を

育てる。 

⑵ 評価規準 

○積極的に授業に臨み、進んで学習課題に取り組もうとしている。 

（関心・意欲・態度） 

○資料を基に気付いたことについてメモをとっている。また、水がどこから流れてく

るのか、水道の仕組みはどうなっているのか等を予想している。 

（思考・判断・表現） 

○ペアワークや話し合いの場を通し、自身や他の児童の意見をまとめ、整理している。 

（技能） 

○水道の設備、浄水場やダム等の施設、そして川ができる仕組みを理解している。 

（知識・理解） 

 

４ 単元の指導計画（全１１時間） 

次 目標 主な学習活動 各時間の評価規準 

１ 

自分たちが普段使ってい

る飲料水はどこから来るの

か考え、飲料水が自身の生活

に必要不可欠であることに

気付く。 

・蛇口の水はどこから流れてくるのか考

える。 

・人一人が一日に使用する水の量を確認

する。 

・飲料水の確保について関

心を持ち、水の使用につ

いて意欲的に調べようと

している。 

（関心・意欲・態度） 

２ 

学校に存在する水に関係

する設備を見て周り、水の通

り道の予想を立てる。 

・学校の蛇口の水はどこから流れてきて

いるのかをたどる。 

・探検で各設備を見て気付いたことをワ

ークシートにメモする。 

・学校の敷地内の様子など

から、疑問や追究したい

ことを明確にして学習問

題を見出している。 

（思考・判断・表現） 

３ 

前時で見て回った各設備

のはたらきを知り、水の通り

道を理解する。 

・前時の振り返りをしながら、学校内の

水の通り道について図を用いて確認す

る。 

・浄水された水はどこから運ばれてくる

のか考える。 

・学校内の水に関係する各

設備のはたらきを知り、

水の通り道を理解してい

る。 

（知識・理解） 



3 

 

４ 

浄水場の仕組みとはたら

きを知り、飲料水の確保が自

身の生活と密接に関係して

いることを理解する。 

・浄水の過程を予想する。 

・浄水場の仕組みを確認する。 

・越谷にはどのような水に関係する施設

があるのか確認する。 

・飲料水確保と自分たちの

生活や産業とのかかわり

を理解している。 

（知識・理解） 

５ 

ダムと水源林の仕組みと

はたらきを知り、水を確保す

るにはどちらもなくてはな

らないことを理解する。 

・川はどこから流れてくるのか予想を立

てる。 

・ダムの仕組みとはたらきを確認する。 

・水源林の仕組みとはたらきを確認する。 

・飲料水確保のためにダム

や水源林の果たす役割や

その管理、維持などが計

画的に行われていること

を理解する。 

（知識・理解） 

６ 

本

時 

前時の内容と配られた資

料を基に、課題の解決案を省

察させることで、自身も社会

の一員であるということに

気付かせる。 

・日本で水問題が発生していると仮定し

て、解決案を４つの圏域から考える。 

・資料を確認して自身の考えをまとめる。 

・４つのグループに分かれ、意見を交換

し合う。 

・各々のグループで出た解決案を代表者

が発表する。 

・提示された課題に対し、

配布された資料を既習事

項と照らし合わせること

で、解決策を省察してい

る。 

（思考・判断・表現） 

（知識・理解） 

７ 

水道管理センターで働い

ている人たちの存在とその

工夫と努力を理解する。 

・水道管理センターの様子と、そこで働

く人たちの工夫と努力を確認する。 

・飲料水確保、安定供給の

ために必要な情報を読み

取っている。 （技能） 

８ 

飲料水確保に関わる事業

が、他市・県の協力を得なが

ら計画的に行われることで、

飲料水は安定供給されてい

るということを理解する。 

・市内の飲料水確保に必要な施設（市内

外）を確認し、気付いたことをまとめ

る。 

・緊急時に対する備えについて副読本か

ら調べる。 

・飲料水確保に関わる事業

が、他市・県の協力を得

ながら行われていること

で、飲料水は安定供給さ

れていることを理解して

いる。 （知識・理解） 

９ 

話し合いを通して、飲料水

確保に関わる対策・事業が地

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自分

たちの生活と関連づけて考

え、表現する。 

・学習課題を確認し、これまでの学習を

振りかえる。 

 

・学習問題の結論をまとめる。 

・学習課題の結論について、自分たちの

生活と関連付けさせて考える。 

・話し合いを通して、飲料

水確保に関わる対策・事

業が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

ることを自分たちの生活

と関連付けて考え、表現

している。 

（思考・判断・表現） 
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10 

これまでの学習を振り返

り、学習のまとめとなる作品

を作る。 

・前時のまとめを振りかえる。 

・学習のまとめを作品で表現することを

知り、方法を考える。 

・これまでの学習を作品にまとめる。 

・これまで学んだ内容や気

付いたことを、ポスター

やすごろくといった作品

でまとめている。（技能） 

11 

完成した作品を発表し、こ

れまでの学習を振り替える。 

・前時の続きで作品の作成を行う。 

・作った作品を紹介する。 

・これからの水利用につい

て地域社会の一員として

資源の節約に協力しよう

としている。 

（関心・意欲・態度） 

 

５ 本時の目標（６／７時） 

⑷ 本時の目標 

水不足に困らない地域社会を維持していくためには、自身の生活と水の関係につ

いて考えること、そして自然とのかかわりについて考えることを理解する。また、

「公」「共」「商」の役割や相互関係について理解し、それぞれの立場と自分にでき

ることを考えることで、自分も社会の中の一員であることに気付くことができるよ

うにする。 

⑸ 評価規準 

○積極的に学習課題に取り組もうとしている。（関心・意欲・態度） 

○提示された課題に対し、配布された資料を既習事項と照らし合わせることで、

解決策を省察している。（思考・判断・表現）（知識・理解） 

○ペアワークや班での話し合いを通して、自身と他の意見をまとめ、整理してい

る。（技能） 

 

６ 本時の展開 

学習活動 
学習内容（◎） 

児童の反応（・） 

指導の工夫（●） 

指導上の留意点（○） 

評価の観点（☆） 

資料・準備 
時

間 

１学習課題

を確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

◎学習課題を確認し、

ノートに書く。 

 

 

 

 

 

○越谷が水不足に陥って

いると仮定し、学習課

題に臨む。 

 ５

分 
学習課題 

水問題の解決プロジェクトをたて、必要な

ことは何か考えよう。 
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問題 

「越谷が水不足にな

っている。」 

・水が飲めない 

・風呂に入れない 

・作物を育てられない 

 

●水不足で自分たちがど

のような場面で困るの

か考えさせ、問題を身

近なものと捉えさせ

る。 

 

☆積極的に学習課題に取

り組もうとしている。

（関心・意欲・態度） 

２学習の流

れを確認

する。 

 

◎ペアワーク、話し合

い、発表の順で学習

を進めることを板

書で確認する。 

●学習の流れを分かりや

すくするために大まか

な流れを板書する。 

 １

分 

３ペアワー

クで意見

交換を行

う。 

 

◎前時のノートや配

布された資料を基

に、水不足の解決策

を考える。 

 

◎気付いたことをノ

ートにメモする。 

☆提示された課題に対

し、配布された資料を

既習事項と照らし合わ

せることで、解決策を

省察する。（思考・判

断・表現）（知識・理解） 

 

○内容が理解できていな

い児童には机間指導で

適宜支援する。 

共 通 資 料

①、 

資料①、②、

③ 

８

分 

４４つの班

に 分 か

れ、各班

で意見交

換 を す

る。 

◎ペアワークでまと

めた意見を各グル

ープで発表し合い、

考えを共有する。 

 

◎グループで出た意

見を紹介するため

の板書に貼る紙に

書いていく。 

☆ペアワークや班での話

し合いを通して、自身

と他の意見をまとめ、

整理する。（技能） 

 

●話し合いの役割（司会、

書記、発表者）は児童

に確認の下、事前に決

めておき、授業をスム

ーズに進める。 

 

○必要な際は、机間指導

紹 介 用 の

紙、水性ペ

ン 

１

５

分 
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でどのような視点で解

決策を考えればいいの

か道を示す。 

５各班がプ

ロジェク

トを黒板

に 提 示

し、代表

者がどの

ような方

策を行う

のか紹介

する。 

◎各グループの代表

者がどのような解

決策を考えたのか

紹介する。 

○プロジェクト紹介の

際、どうしてそのよう

に考えたのかを聞き、

内容の確認をする。 

 

○紹介の中にほかの組織

との連携による方策が

出てきたら、板書上の

その組織同士を線でつ

なぎ、連携を意識させ

る。 

マグネット 10

分 

６各組織が

連携する

ことが問

題解決に

つながる

ことを確

認する。 

 

◎「公」「共」「商」に

あたるグループが

相互に連携してい

ることを確認する。 

●各圏域の連携を意識さ

せるため、板書の図を

それぞれ線でつなげ

る。 

 ３

分 

７学習のま

とめを確

認する。 

◎学習のまとめを確

認し、ノートにメモ

する。 

○本時の学習を通し、ど

のようなことを心掛け

て生活していくべきか

考えるよう声掛けをす

る。 

 ３

分 
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板書計画 

 

  

日付                ○友達のプロジェクト 

○学習課題 

 

 

 

 

問題、水不足 

 

まとめ 

                 

水不足かいけつプロジェクトを 

たて、必要なことは何か考えよう！ 

ペアワーク 

↓ 

かいけつあんの話し合い 

↓ 

かいけつあんの紹介 

えらい人、 

役所の人 

商品を売る人 ボランティア 

住民 

水問題をかいけつするには、みんなで協力

する事と、自分ができることを考えて動く

ことが必要。 
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どうして水不足になったのだろう？ 

 

理由① 

 

理由② 

  

※「地球おんだん化」ってなに？ 

 

↑氷がとけて住む場所がへっているシロクマ 

参考資料 Google 

木の切りすぎではげ山が増え

ているから。このせいで山に雨

水をためられなくなっている。 

「地球おんだん化」のえいき

ょうで、気温が上がったから。 

このせいで山に雪が降らなく

なった。 

「地球おんだん化」は、地球の気温

があたたかくなる問題です。車から

出るガスや、ゴミをもやすときに出

るけむりなどが空気にまざりすぎ

たのがげんいんの一つとなってい

る。 
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解決するための方ほうを考えよう！ 

今日の二枚のプリントと前回のノートをヒントに、水不足を解決する方ほうを考えよ

う！考えたことや気付いたことは班で発表しよう！ 

 

えらい人や市役所の人はどんなことをしているの？ 

 

 

 

 

 

                  参考資料 Google  

みんなの生活がどうすればよ

りよいものになるか毎日考えて

います。 

そして、そのための目標やル

ールを決めています。 

みんなの生活をよくするアイ

ディアがうかんだら、成功させ

るために目標やルールを決めま

す。 

そして、みんなにも協力して

もらえるよう声かけをしていま

す。 

声かけの方ほうとして、せん

でんをします。 

コマーシャルやホームペー

ジ、ポスターなどで呼びかけま

す。 
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解決するための方ほうを考えよう！ 

今日の二枚のプリントと前回のノートをヒントに、水不足を解決する方ほうを考えよ

う！考えたことや気付いたことは班で発表しよう！ 

 

ボランティアの人たちはどんなことをしているの？ 

 

 

 

 

 

参考資料 Google 

ボランティアは、自分から

すすんで社会のためになる

ようなことをしている人た

ちです。 

ボランティアには、会社で

はたらく人、しゅふ、おじい

さんなどいろいろな人が参

加しています。 

ボランティアは多くの人

が協力してくれるよう、参加

者をぼしゅうしています。 
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解決するための方ほうを考えよう！ 

今日の二枚のプリントと前回のノートをヒントに、水不足を解決する方ほうを考えよ

う！考えたことや気付いたことは班で発表しよう！ 

 

お店や物を作る人たちはどんなことをしているの？ 

 

 

             参考資料 Google 

はたらている人たちも社

会のためになにかできない

かと考えています。ボランテ

ィアにもすすんで参加して

います。 

給食の牛乳のように、使っ

てもまた形を変えて使える

よう商品に工夫をしていま

す。 

電気自動車のような、かん

きょうにやさしい商品を作

る会社が増えています。他に

どんなものがあるかな？ 


