社会科学習指導案
学校名 海田町立海田小学校
１ 日 時 平成２９年１０月１９日（木）
２ 学 年 第４学年１組 （男１９名 女子１０名 ２９名）
３ 場 所 ４年１組教室
４ 単元名 「安全なくらしを守る なくそう，こわい火事」
５ 単元について
（１）単元観
本単元では社会科学習指導要領の第３・４学年の目標（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。
」と内容（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。
」のア「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。
」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。
」を学習することを
ねらいと内容にしている。
消防署では，ふだんから火事の発生や予防に備え，施設・設備の整備や点検，訓練，広報活
動に取り組んでいることや，災害時の救助活動や災害防止の働きをしていることを理解する。
また消防署だけでなく，地域に根付いた消防団も消火活動や防災のために活動に参加している
ことにも注目し，地域の人々の安全を守るための働きと，そこに従事している人々の工夫や努
力を考えることで，地域の一員として自分も何が出来るかを考える等社会的な見方や考え方を
育てることに適した単元である。
（２）児童観
本学級の児童に，社会の授業が好きかどうかについて授業アンケートを実施したところ，
「好
き」
「まあまあ好き」と答えた児童は約９０％であり，社会科の授業に対する意欲は高い。そ
の理由として，
「社会見学に行くことでいろいろなことを教えてもらって楽しいから」が１番
多く，その他「身の回りの事について勉強できるから」であった。また，社会科で学習したこ
とは生活に役立つと思うかという質問に対して「役立つ」と答えた児童は全体の約８５％だっ
た。一方肯定的でない主な回答の理由は，
「興味がないから」
「得意ではないから」というもの
がほとんどであった。
得意でないと考える児童の理由として，
「調べたことをまとめること」
，
「調べたことを発表
すること」に苦手意識が多い。
安全なくらしの単元において、
「ふせごう、交通事故や事件」は学習済みである。警察の学
習では安全マップを作る活動を行い児童に海田町の危険な場所・安全な場所の周知の徹底をす
ることが出来た。児童の消防署の活動についての知識は消火作業や訓練をしていること等，お
もな活動に対しての知識は高い。しかし，消防署にはその他に火事場以外の救命活動や，防災
活動も行っていることに気付いている児童は数名であった。
（３）指導観
「安全なくらしを守る」の小単元において，
「地域を守ってもらう」という考えから，児童

自ら「地域を守りたい」という積極的に社会にかかわろうとする心や意欲を持った姿勢を育て
ることを目指したい。
そのため指導に当たっては，まず火事の様子やグラフなどから毎年多くの火災が起きている
ことに気づかせ，消防活動について興味をもたせていく。早く消火を行うための努力や工夫に
ついて調べ，消防署だけでなく関連機関との連携によって消火や救助に当たっていることを理
解する。また学習を通して，消防署や消防団の活動のおかげで自分たちの生活が安全に守られ
ていることに気づくようにしたい。そこで見学に行く前には，消防署の職員が火災の発生にお
いて速く活動するためにどのような工夫をしているのか予想を立てる。あらかじめ調べたいこ
とを明確にさせることにより，調べてまとめる作業を苦手と感じる児童にも対応していきたい。
消防署だけでなく地域や学校内にも消火設備があることを知り，火災を防ぐため地域や学校が
一体となって取り組んでいることをおさえたい。最後には消防署や消防団に頼るだけでなく，
自分たちも「海田町を守りたい」と意識の向上や生活の改善につなげていきたい。社会科の学
習がわたしたちの生活の役に立つものだと自覚できる単元にしたい。
５ 単元の目標
①災害から人々の安全を守るために、消防署で働く人や関係諸機関が協力し合って防災につなげ
ていることや，緊急に対処する体制をとっていることを理解できる。
【理解】
②消防署のはたらきを調べ，人々の安全を守るための活動や努力していることを授業や見学を通
して調べ発表することができる。
【態度】
③災害から人々の安全を守る消防署や消防団など関係諸機関のはたらきを調べ，そこに従事して
いる人や地域の人の工夫や努力を考え，調べたことをまとめたり表現したりことができる。
【能
力】
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８ 本時の学習
（１）本時の目標
地域の消防団のはたらきについて調べ，自分の地域は自分で守ろうと活動している消防団の
思いを知り，消防団の仕事の必要性を自分なりにまとめることが出来る。
（２）観点別評価基準
【観察・技能】
消防署と消防団の違いを比較しながら消防団の仕事を調べ，どうして消防団が必要なのか考
え，説明している。
（３）準備物
インタビューしたビデオ，テレビ，ウェビングマップ（ワークシート）
掲示物（言葉カード）

（４）学習内容
学習活動

指導上の留意点（◇）

評価規準

配慮を要する児童への支援（◆）

教科の指導事項（○）
資質・能力（★）
（評価方法）
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３ 消防団の存在意義につい
て考える。
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５ 振り返りをする。
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（ノート）
〔主体性〕

