
抄録 本研究は，小学校第 5学年の社会科において，社会的な思考力や判断力を高める授業の在り方を

探ったものである。複数の情報に対し,「比較・関連付け・総合」という三つの思考活動を単元及び一単

位時間の中で行い,見いだした社会的事象の特色についてまとめさせた。その結果，児童は社会的事象

について多面的に考え，思考活動から導き出した根拠を示して説明できるようになり,思考力・判断力

を高めることができたと考える。 
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Ⅰ はじめに 

１ 主題設定の理由 

 平成 20 年度改訂小学校学習指導要領解説社会

科編では，社会的な思考力や判断力について，「地

域社会の社会的事象の特色や相互の関連などに

ついて考える力」，「社会的事象の意味について考

える力」，「社会的事象の意味をより広い視野から

考える力」を発達段階に応じて育てるようにする

ことが目標に掲げられている。 
 さらに，国立教育政策研究所が次期学習指導要

領改訂の検討を目的として行った小学校学習指

導要領実施状況調査の報告書（平成 27 年 2 月 12
日報道発表）には，社会科の指導上の改善点に「情

報を比較したり関連付けたりして，社会的事象の

特徴，働き，役割，因果関係などを考え表現でき

るようにする指導が重要。」と挙げられている。つ

まり，学校現場での社会的な思考力や判断力を向

上させる指導の充実が求められているのである。 
 これまでの自身の実践では，問題解決的な学習

を基盤として，児童の思考力・判断力の向上につ

ながる指導を意識してきた。しかし，単元の学習

を終えた際に，本当に児童に社会的な思考力や判

断力を身に付けさせることができたか疑問に思

うことがあった。理由としては，社会的事象を比

較・関連付け・総合することにおいて，児童に明

確な根拠を持って社会的事象を捉えさせるため

の十分な思考活動をさせていなかったことが考

えられる。 
このようなことから，児童の社会的な思考力・

判断力を高めるためには，社会科の問題解決的な

学習の基本である比較・関連付け・総合の思考活

動を日常的に児童に行わせることで，思考をつな

ぎながら社会的事象の意味について考える経験

を積ませ，児童自身が考えたことや獲得した知識

を活用できるようにしていく必要があると考え

る。 
 以上のことから，複数の情報を比較・関連付け・

総合したことを基に，児童が自分の言葉で社会的

事象の意味を捉えることで児童の社会的な思考

力・判断力が高めさせたいと考え，本主題を設定

した。 

 

２ 研究の基本的な考え方 

(１) 「社会的な思考力・判断力」とは 

 本研究では，社会的事象について，比較・関連

付け・総合したことを根拠に，社会的事象の意味

を考える力と捉える。 

(２) 「思考活動」とは 

 児童が社会的事象について，比較して特徴に気

付いたり，関連付けて特色をつかんだりすること

やそれらを総合する活動と捉える。 
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Ⅱ 研究のねらい 

複数の情報を比較・関連付け・総合する思考活

動の工夫を通して，児童の社会的な思考力・判断

力を高める指導法の在り方を探る。 

 

Ⅲ 研究の視点と手だて 

〈視点１〉 思考につながりを持たせる思考過

程の工夫 

(１) 比較・関連付け・総合を位置付けた学習

活動の設定（表１） 

表１〈比較・関連付け・総合する思考過程の内容〉 

比較・関連付け・総合の活動内容及び目的 
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〈視点２〉 比較・関連付けを促す教材・教具

の工夫 

(１) 思考をつなぐための資料の活用 

(２) 思考を可視化する付箋やワークシートの

活用 

〈視点３〉 根拠を明確にして総合させる活動の 

工夫 

(１) キーワードを生かしたまとめ，キャッチコ

ピー作り 

Ⅳ 研究の概要 

1 実態調査 

(１) ねらい 

   社会科の学習に対する児童の意識と比較・

関連付け・総合における学習の状況を探り，

児童の意識や取組状況を把握する。 

(２) 調査方法 質問紙法での意識・実態調査 

(３) 調査対象 仙台市立東四郎丸小学校 

        第５学年 48名 

(４) 調査日   平成 27年６月 22日   

(５) 結果及び考察 

図１の意識調査の結果を見ると，比較・関連付

け・総合という三つの思考活動に対し，比較に関

しては，半数以上の児童が理由を考えていると回

答しているが，関連付けや総合に関しては半数以

下となっており，比較や関連付け，総合に対する

児童の意識が低い傾向が見られる。 

 
 図１「比較・関連付け・総合についての意識調査結果（N=46）」 

また，児童の比較及び関連付けの力を調べるこ

とを目的に行ったレディネステストでも，二つの

グラフの比較から相違点が見付けられた児童や

関係する二つの資料からの関連性を見付けられ

た児童の数も意識調査に近い結果となった。さら

に,見付けた相違点や関連性に対し,自分の知識

を生かした予想や考察ができた児童はごく少数

であった（図２）。 

このことから，児童はこれまでの学習の中で各

思考活動は行ってきたが，社会的事象を考える上

での視点や次に思考すべきことが見えていない

ことが考えられる。  
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〈調べたこと同士の関連性を考えていますか〉 

〈比較後に共通点や相違点の理由を考えていますか〉 
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〈自分の考えと既習内容を総合してまとめていますか〉 
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図２「比較・関連付けに関するレディネステスト結果（N=46）」 

 以上のことから，視点や方法を明らかにした比

較・関連付け・総合の思考活動を児童に丁寧に指

導し，一連の思考過程を理解させることで，児童

が社会的事象に出合った際，多様な視点で見たり，

因果関係について考えたりしながら，その意味を

考える力を養わせたいと考える。 

 

２ 授業実践の概要 

(１) 対 象  

仙台市立東四郎丸小学校 

第５学年１組 24 名，２組 24名 

(２) 小単元名 

「水産業のさかんな地域」（東京書籍 5年上） 

(３) 実施時数 

16 時間（８時間×２クラス） 

(４) 実施期間 

 10 月 16 日～11 月４日 

(５) 指導計画 

全８時間で行い，８時間目は，県内の水産業

について学習する時間を設定した。指導計画内

の比・関・総は，本研究の柱である比較・関連

付け・総合に関連する内容を表したものである。 

時 学 習 の ね ら い 各時間の研究の視点に関わる活動 

 

 

 

 

１ 

◯日本の水産業

の様子から，水

産業に従事す

る人々の工夫

や努力を予想

し ,学習問題を

立てることが

できる。 

比遠洋漁業，沖合漁業，養殖の写真の

比較により，日本の水産業の特徴に

ついて知る。 
関比較により見いだした水産業の特

色に工夫する理由を関連付け，日本

の水産業の特色を見いだす。 
総比較・関連付けから見えたキーワー

ドを生かした学習問題を立てる。 

 

 

２ 

◯巻き網漁法を

基に沖合漁業

とはどんな漁

業なのか考え

ることができ

る。 

比漁業別生産量の順位と従事者数の

順位の比較により，沖合漁業の生産

量が高い理由を予想する。 
関比較により見いだした沖合漁業で

多く見られる巻き網漁の捕り方の

特徴から理由を考え，沖合漁業の

特色を見いだす。 
総比較・関連付けから見えたキーワー

ドを生かして沖合漁業についてま

とめる。 

 

 

 

 

 

３ 

◯漁港には様々

な機能があり，

新鮮なうちに

すぐに消費地

へ届けるため

の様々な運送

の工夫がされ

ていることを

理解すること

ができる。 

比アジの産地と消費地の比較により，

長崎漁港の輸送の特徴について知

る。 
関比較により知った長崎漁港の特徴

に，長崎漁港の施設や輸送の様子に

関する工夫を関連付け，沖合漁業の

水揚げが盛んに行われる漁港の特

色を見いだす。 
総比較・関連付けから見えたキーワー

ドを生かして，沖合漁業の盛んな地

域の漁港や輸送の仕方についてま

とめる。 

 

 

 

 

 

４ 

◯カツオの一本

釣り漁法の工

夫から遠洋漁

業の特色に気

付くことがで

きる。 

比巻き網漁のカツオと一本釣り漁の

カツオの値段の比較により，遠洋漁

業の特徴について考える。 
関比較で見いだした情報に，捕り方や

食べ方の情報を関連付け，遠洋漁業

の特色を見いだす。 
総比較・関連付けから見えたキーワー

ドを生かし，遠洋漁業についてまと

める。 

 

 

 

 

 

 

５ 

◯焼津漁港につ

いて調べ，カツ

オの水揚げが

多い理由や漁

港の様子につ

いて考えるこ

とができる。 
◯漁業の変化や

その理由を考

え，日本の水産

業を安定させ

る取組につい

て関心を持つ

ことができる。 

比沖合漁業の盛んな長崎漁港と遠洋

漁業の盛んな焼津漁港を比較する

ことで，焼津漁港の特徴を考える。 
関比較で見いだした焼津漁港の特色

に遠洋で捕れた魚が多く水揚げさ

れる理由を関連付け，遠洋漁業の盛

んな漁港の特色を見いだす。 
総比較・関連付けから見えた特徴から

焼津漁港の特色についてまとめる。 
比遠洋漁業や沖合漁業，養殖漁業の生

産量の推移の比較から，日本の水産業

における問題及びそれを補う取組に

ついて考える。 

 

 

 

 

 

６ 

◯つくり育てる

漁業は，獲る漁

業を補うため

に計画的に行

われているこ

とを知り，その

工夫について

考えることが

できる。 

比養殖と栽培漁業の飼育工程の比較

により，つくり育てる漁業の特徴に

ついて知る。 
関比較により見いだしたつくり育て

る漁業の育て方に目的を関連付け，

つくり育てる漁業の特色を見いだ

す。 
総比較・関連付けから見えた特色を基

に，日本の水産業におけるつくり育

てる漁業の特色についてまとめる。 

 

 

 

 

７ 

◯水産業が盛ん

な地域の人々

の工夫や努力

について調べ

てきたことを

まとめること

ができる。 

比これまでに学習した各漁業を比較

し，各漁業の工夫等について振り返

る。 
関比較から考えた工夫を分類し，日本

の水産業の特色を見いだす。 
総日本の水産業の素晴らしさを世界

に PR するキャッチコピーを作る。 

 

 

 

 

８ 

〇県内の水産業

を多面的に捉

え，自分たちの

生活を支えて

いることに気

付くことがで

きる。 

比・関現在の宮城県の水産業に関連す

る二つの資料から，どのような工夫

を行っているか考える。 
総宮城県の水産業はどのように私た

ちに魚介類を届けているのかをキ

ーワードを生かしてまとめる。 
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３ 授業実践の内容と結果及び考察 

〈視点１〉 思考につながりを持たせる思考過

程の工夫 

（１） 比較・関連付け・総合を位置付けた学習

活動 

① 単元における比較・関連付け・総合の位置付 

 け 

 水産業の学習を行うに当たり，単元に比較・関 

連付け・総合を位置付けた。比較場面では，日本 

人の魚介類消費量と生産量の比較を基に自分た

ちが普段食べている魚介類がどのように生産さ

れているか考えさせ，学習問題づくりに取り組ま

せることができた。 

次に，関連付ける場面では，各漁業における生

産量を上げる工夫，それぞれの漁業で捕れた魚介

類の水揚げが盛んな地域の加工や運搬の工夫，水

産業が抱える問題とその対策などを各時間で関

連付けながら水産業の特色をつかませていくこ

とができた。 

そして，総合する場面では，それまでに学習し 

てきた既習内容を基に水産業についてまとめる

学習を行った。その際，第７時では日本の水産業

についてまとめ，第８時では，地域の水産業の様

子について確認する時間を新たに設定した。児童

は，前時までに行った比較・関連付け・総合して

捉えたことを身近な水産業に置き換え，身近な水

産業の特色とこれからの自分の関わりについて

捉え直すことができた。（資料１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 単元の最後に児童が書いた社会的事象とのかかわり 

② 一単位時間における比較・関連付け・総合の 

位置付け 

 第２時では，まず,遠洋漁業,沖合漁業,沿岸漁

業という三つの主な漁業を児童に提示した。次に,

従事者数一位の沿岸漁業が生産量の一位ではな

く,沖合漁業が生産量の一位になっているという

ことに対し,比較から児童に疑問を持たせ,その

疑問を解決することをめあてに学習を進めた。 

 児童は教師が与えた資料から生産量が高い理

由につながる漁法の特徴,ねらう魚の特徴,漁船

の設備の様子を探すことができた。しかし,調べ

ることが学習の中心となり,比較で見付けた疑問

に対して各情報を関連付けながら思考させると

いうことには至らなかった。そのため,まとめる

際には,調べたことを書き写す児童やまとめを書

くことができないという児童も見られた。 

 これは，与えた情報の多さにより，児童が関連

付ける際，つなぐ視点が見えづらくなったこと，

思考する時間の少なさが原因と考える。そのため，

十分な関連付けの活動ができず，不十分な状態で

の総合になってしまったと考えられる。 

 第５時では,既習である沖合漁業の盛んな長崎

漁港と遠洋漁業の盛んな焼津漁港の比較を基に,

焼津漁業に遠洋漁業で捕れたカツオが集められ

る理由を児童に考えさせる学習を行った。 

 ここでは，地図を基に児童に長崎と焼津を比較

させ,位置的な違いから,それはカツオを新鮮な

うちに大都市に運ぶためという考えにつなげさ

せることができた。また,航空写真で確認した港

の様子から,遠洋漁業の道具に関連した施設やカ

ツオの加工に関連した施設だけでなく,鮮度を保

つ施設も見付け,得た情報を関連付けながら考え

させることができた。さらに,これに関連して,前

時で見付けた一本釣り漁の工夫をまとめに生か

す児童も見られた。 

 児童の思考過程が比較から,関連付けへと自然

な流れでつながったことにより,各思考活動が充

実した。そのことにより,多様な視点で獲得した

知識を根拠に社会的事象について総合すること
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〈水産業とこれからの自分のかかわり方について〉 

・ たくさんの工夫が分かったので魚を買う時にどんな工夫

がされているか考えたり，どこで捕れた魚なのか調べたり

したいです。          （A 児の考えより抜粋） 

・ 今まであまり考えていなかったけれど，今まで勉強した

ことを思い出して，これから魚を食べる時はありがとうの

気持ちを込めて食べたいです。  （B児の考えより抜粋） 

・ 勉強したことを生かして，これからも宮城県で水産業を

やっている人に感謝しながら魚を食べたいです。   

（C 児の考えより抜粋） 

 



ができたのではないかと考える（資料２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 第 2時と第 5時のＤ児のまとめ 

 以上のように,比較・関連付け・総合の各思考活

動を一連の思考過程として継続的に学習を進め

たことで児童の思考活動が充実したと考えられ

る（図４）。 

 
図４ 実践後に行った思考活動に対する意識調査結果（Ｎ＝46） 

 

〈視点２〉 比較・関連付けを促す教材・教具

の工夫 

 (１) 比較・関連付け・総合の思考をつなぐた

めの資料の活用 

 第４時では，同じ遠洋漁業であっても,巻き網

漁と一本釣り漁では,水揚げされたカツオの値段

に違いがあることを比較から児童に気付かせた

後，その理由を予想させた。次に，その根拠を明

らかにするために，それぞれの漁の行われ方を映

像資料で調べた。見いだした相違点から二つの漁

の特色を考えた。児童が考えた特色にカツオの主

な食べ方という新たな情報を関連付け，獲得した

知識の総合を行った。 

これにより，児童は資料内で確認した特色の違

いが，その後の流通の流れと関係していることに

気付くことができた。 

違いが印象に残りやすい資料を比較段階で扱

い,その後の関連付け・総合を行ったことで，児童

が根拠を明確にしながら気付くことができた。

（資料３）。 

比較する 

 

関連付ける 総合する 

 予想 

・食べ方

の違い 

・捕り方

の違い 

・漁獲量

の違い 

資料 

・それぞれ

の捕り方 

・運ばれる

場所 

・食べ方の

違い 

 

 

 

資料３ 比較資料を生かした思考の流れ（第４時の流れ） 

第８時では，宮城県の水産業においても他の地

域同様に様々な工夫が行われていることに気付

かせるために，既習の港と石巻漁港の共通点や相

違点に関する情報が含まれる写真資料の比較を

基に学習を進めた。 

その結果，港内の市場の比較を通して，既習で

ある「活魚」という言葉から「活魚ゾーン」とい

う鮮度を保つ場所があることを児童が気付くこ

とができた。また，様々な漁法の出荷コーナーに

着目し，数種類の漁法を組み合わせて捕っている

ことと生産量の確保との関連に気付くことがで

きた。さらに，相違点として,他の漁港で強調され

なかった「衛生」や「サニタリールーム（高度衛

生管理室）」という言葉を見付け，そこから「安全」

という新たな工夫を見付けることができた。 

既習事項との共通点や相違点が捉えやすい情

報を多く含んだ資料を活用したことにより，自分

たちの県の漁港を多面的に捉え，漁港の特色を見

いださせることができたと考える（資料４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 資料「石巻魚市場の写真」と「思考過程の内容」 

24人 18人

3人1人

0% 20% 40% 60% 80% 100%

〈比較・関連付け・総合する学習は，社会的事象を

深く考えることにつながりましたか〉

つながった まあまあ あまり 役立たない
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ら値段が
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の良さを

生かして

いる。 

 

既習との相違点 

「高度衛生管理室」

→安全 

長崎港との共通点  

活魚コーナー 

→新鮮 

 第 2時のＤ児のまとめ 

沖合漁業は仲間で協力しながら工夫や努力をしている。 

第５時のＤ児のまとめ 

焼津漁港は，遠洋漁業に必要な施設がそろっているから

遠洋漁業の漁師さんがカツオを運びやすく，大都市に囲ま

れているので，新鮮なカツオがとどけやすい港です。 

 

※思考過程で獲得した具体的な知識が根拠に表れた。 

同じ遠洋のカツオ

なのに値段が違

う！ 

 



 (２) 思考を可視化する付箋やワークシートの

活用 

 第４時の遠洋漁業では，遠洋漁業で行われてい

る巻き網漁と一本釣り漁について分かったこと

を二次元表に書き込みながら比較する活動を行

った。 

視点が示された表に分かったことを書き出さ

せたことで，児童は比較的短い時間で，それぞれ

の漁法の長所や短所を見付け，各漁法の長所を生

かして生産を行う遠洋漁業の特色に気付くこと

ができた。また，比較・関連付け・総合を一枚の

ワークシートで行ったため，三つの思考の流れを

理解しながら学習を進めることができた（資料

５）。 

この二次元表を活用したことにより，児童が可

視化して思考活動を進められるという成果が見

られた。しかし，視点を示したことで児童の思考

を制限するという課題も見られた。これは，視点

を付け足しても良いという教師の声がけやワー

クシートの工夫が必要であったと考える。 

資料５ 二次元表に書き込まれた遠洋漁業の二つの漁法の特色 

第７時では,既習事項を総合して，水産業の社

会的事象としての意味を考える学習を行った。こ

こでは，児童の思考に広がりを持たせることを意

識し，これまでに見付けた工夫をグループ内で自

由に付箋に書き出させた。その後，それらをワー

クシート上で分類し，水産業の社会的事象として

の意味を考えさせる学習を行った（資料６）。 

この時間は，それまでの既習内容を基にしてい

たため，付箋を使いながら意欲的に考え活動する

児童の姿が多く見られた。 

特に，付箋を使った活動では，時間の経過によ

って薄れていた知識を再確認したり，一つの視点

で捉えていた工夫を多面的に捉え直したりする

児童の姿が見られた。しかし，比較的自由に考え

を書かせたことで児童の思考が拡散してしまい，

ねらいに迫りきれなかった。 

 

資料６ ワークシート表で分類された付箋の様子 

第８時の県内の水産業についての学習では，思

考の可視化を図るために付箋を三色用意した。青

は「新鮮さにつながる工夫」，赤は「生産量を上げ

る工夫」，児童の思考の広がりを重視するために

緑は「それ以外の工夫（自由）」と設定し資料内の

工夫に付箋を貼り，分類を行った。  

その結果,児童は，石巻新魚市場の写真資料に

写る様々な施設同士を比較し，グループの友達と

相談して，見付けた工夫の内容に合う色の付箋を

貼ることができた。その際，自由に使用できる緑

色の付箋を活用するグループが多く見られ，児童

はそれらに共通する言葉として「安全」というキ

ーワードを新たに考えることができた。そこから，

宮城の漁港では，「新鮮さを保つ工夫」や「生産量

を上げる工夫」のほかに，「安全」にも配慮をして

いることに気付く姿も見られた。さらに，色の違

う付箋を使用したことで，同じ施設にもかかわら

ず違う色の付箋を貼った児童同士が，それぞれの

考えの根拠を基に，どちらがふさわしいか考えを

伝え合う姿も見られた。 

この付箋の活用により，単一的な見方をしてい

た児童に「施設や設備は一つだけの工夫につなが

教師側で与えた

比較の視点 

比較 

関連付け 
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総合 

付箋の分類から児童が 

考えたキーワード 

ワークシート上で分類

した付箋 



るものとは限らない。」という多面的な見方や多

様な考え方に気付かせることができた（資料７）。 

 
Ｅ：二種類の付箋が貼られているけど，どうする。 

Ｆ：じゃあ，どうしてその色にしたか二人とも理由を言って。 

Ｇ：僕は，見通しが良い見学通路だと，安心して見てもらえる

ようなていねいな作業をしなければいけないと思って，「安

全の工夫」の付箋を貼ったよ。 

Ｈ：私は，この見学通路から見える作業場の広さは，たくさん

の魚を捕ってきても大丈夫な位，広いと思って「たくさんの

工夫」の付箋を貼ったんだけど。 

Ｆ：同じ写真でも見付けた工夫は違うね。 

Ｅ：じゃあ，どちらの付箋も貼っておこうよ。 

資料７ 討論の様子と意見が分かれた二つの工夫を貼った資料 

 

〈視点３〉 根拠を明確にして総合させる活動の 

工夫 

 (１) キーワードを生かしたまとめ，キャッチ

コピー作り 

単元前半では，授業で出てきた言葉を教師がキ

ーワードに設定し，児童にそのキーワードを使っ

たまとめの文章作りを行わせた。単元後半では，

児童自身が設定したキーワードを生かして，まと

めを要約したキャッチコピーで表現する活動を

行った。 

単元の初めでは，与えられたキーワードを基に

自分でまとめることに戸惑う児童も見られた。し

かし，徐々に慣れてくると，短時間で考えをまと

める児童も見られ，一時間の学習内容を自分で振

り返ってから書く姿も見られるようになった。 

自分の言葉で考えをまとめる学習活動に慣れ

た単元後半では，児童が話合いで発見した言葉や

学習の中で重要だと感じた言葉を意欲的にキー

ワードに設定する姿も見られた。さらに，選んだ

キーワードを柱に，既習内容を端的にまとめ，表

現する児童の姿も見られた（資料８）。 

以上のように,根拠を明確にして，社会的事象

についてまとめたことで,思考や根拠を基に自分

の言葉で社会的事象を捉える児童の姿につなが

ったと考える。 

また，個人でキャッチコピーを考える活動のほ

かに，グループでも水産業の工夫をまとめとして

表現する活動を行った。その結果,グループ内の

思考活動で発見したことを大事にしたいという

各児童の思いから，考えの交流で見えた言葉をキ

ーワードに決め,キャッチコピーを作成するグル

ープが多く見られた（資料９）。 

このようなグループでの思考活動の様子から,

多様な考え方に気付き,そこからより良い考えを

選んだり,考えを分類したり,集約したりしてい

く児童の姿を見取ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８ つくり育てる漁業についてのＩ児のキャッチコピー内容 

施
設
等
の
目
的
の
比
較 

 

班
の
話
合
い
で
キ
ー
ワ
ー
ド
を
決
め
る 

Ｊ：青い付箋がたくさんだから，新鮮っていう言葉を

使おうよ。 

Ｋ：緑の付箋も結構あるよ。 

Ｌ：緑は書き方がいろいろだからどうしよう。たくさ

んありすぎるから入れなくてもいいかな。 

Ｍ：でも，緑に書いたことって，安心とかに関係ある

ことが多いね。 

Ｊ：震災の後は，海も汚れていたし，放射能の問題も

あったって言っていたから，安心や安全の工夫をた

くさんしているのかな。 

Ｌ：じゃあ，安心と安全って似ているから，「安全」っ

ていう言葉だけキーワードにしよう。 

Ｊ：じゃあ，うちの班は「新鮮」と「安全」っていう

キーワードを使ってまとめを作ろう。 

班
の
ま
と
め 

 

資料９ 比較で見付けた事実を根拠にしたまとめ 
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新鮮の根拠 

(青の付箋) 

その他の工夫 

(緑の付箋) 

〈捕る漁業との比較により見出した内容〉 

 

 
 選んだキーワードを 

キャッチコピーに活用 

 

新鮮 安全 

Ｇ児の付箋 Ｈ児の付箋 



Ⅴ 研究のまとめ 

１ 研究の成果 

〈視点１〉 思考につながりを持たせる思考過程

の工夫 

 比較・関連付け・総合する思考活動を一単位時

間内に位置付けた学習活動を継続することは,児

童に思考活動について理解させることにつなが

った。また，一連の思考過程として各思考活動に

つながりを持たせたことにより，児童が自ら獲得

した知識や考えたことを総合し，明確な根拠を持

って社会的事象について考えることができた。 

〈視点２〉 比較・関連付けを促す教材・教具の

工夫 

 思考をつなぐ教材の工夫により,比較・関連付

け・総合の思考にもつながりが生まれ,児童に連

続した思考をさせることへとつながった。また,

思考を可視化する教具を用いたことにより,社会

的事象について分かったことを分類してから焦

点化したり，考える内容を整理したりしてから考

える児童の姿が見られた。 

〈視点３〉 根拠を明確にして総合させる活動の

工夫 

設定したキーワードを生かして社会的事象に

ついてまとめたり，キャッチコピーを作ったりし

たことにより,比較・関連付けで得た知識を基に

して社会的事象の意味を考える児童の姿が見ら

れた。 

 

実践前に比較・関連付けの能力を見るために児

童に行ったレディネス問題に,実践後再度取り組

ませたところ,図４,図５のような結果の変容が

見られた。 

 

図４「比較に関するレディネス問題の結果の変容（N=46）」 

 
図５「関連付けに関するレディネス問題の結果の変容（N=46）」 

 以上の結果から,児童が社会的事象を深く考え

る上で必要な意識が高まってきたことが分かる。

また,これらの力が高まったことが,複数の根拠

を基に社会的事象の意味を考える児童の姿にも

つながったと考える。 

よって,複数の情報を比較・関連付け・総合する

思考活動は児童の思考力や判断力を高める上で

有効であると考える。 

 

２ 今後の課題 

 今回の実践後，児童の社会的事象に対する日常

での意識について聞き取り調査を行ったところ,

複数の児童が「学習したことを意識して生活して

いない。」と答えた。これは児童の社会参画の意識

がまだ弱いということを意味する。これは，今回

の研究では，主に社会的な思考力を高めることに

重点を置いた手だてを充実したため，社会的な判

断力については資料活用の場面における判断程

度にとどまってしまったことが原因ではないか

と考えられる。 

今後は，複数の小単元のまとめ場面において，

社会的事象に対する児童の関わり方や学んだこ

との生かし方を考える時間を設定することで，児

童の社会参画への意識をより強められるような

研究を目指していきたい。 
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