
第３学年社会科学習指導案

１　小単元名　　市のようす

２　小単元の目標

仙台市の特色ある地形や土地利用の様子，主な公共施設や交通の様子などを観察，調査

したり，地図にまとめたりして調べ，市の様子について気付くとともに，地域の様子は場

所によって違いがあることを考えることができるようにする。

３　小単元の評価基準

関心　　学校のまわりを学習してきたことをもとに，市全体の様子を調べ，自分たちの住

んでいる仙台市の様子に関心をもつことができる。

思考　　仙台市の地形の特色や土地利用の様子，主な公共施設や交通の様子などは，場所

によって違いがあることや，それぞれのかかわりについて考えることができる。

技能　　仙台市の様子を観察，聞き取りなどをして調べ，地図や Web コンテンツの「わ

たしたちの仙台市」から必要な情報を収集し，その過程や結果を分かりやすくガイ

ドブックにまとめることができる。

知識　　自分たちの住んでいる仙台市の人々の生活は，自然環境や社会環境と深く結びつ

いていることや，場所によって生活の仕方に違いがあることを理解することができ

る。

４　小単元と本教材の活用について

前の小単元では，学校の周りを観察することで児童に身近な地域の様子と場所によって

人々の生活に違いがあることに気付かせてきた。

本小単元は，地域を仙台市全域に広げ，特色ある地形や土地利用の様子，主な公共施設

や交通の様子などを観察，調査させるものである。しかし，現実的には，仙台市は広大で

あり，市内全域を児童自身で実際に調べさせることは困難である。また，インターネット

を利用して調べるにしても，児童向けの分かりやすい Web コンテンツがほとんど存在し

ていない状況である。そこで，児童が主体的に調べ学習ができ，児童の発達段階に応じた

Web コンテンツの必要性を痛感し，本教材の制作を試みることになった。

グループごとの複線型の調べ学習に対応し，目次から項目ごとに山と川，仙台市の区，

交通，田畑と工場，市の近く，祭りを選べるようにした。各ページは，基本的に地図上の

ボタンから目的のページに進められる形態にした。児童に分かりやすい文章表現と内容に

し，多くの写真や動画を取り入れ，本などの資料より現実に近い調べ学習ができるように

制作した。

操作性については，隠しボタンなど児童の探求心をくすぐるインタラクティブな操作性

と，児童が迷わず直感的に操作できるようボタンを配置した。また，ロールオーバーイメー

ジにより，ページを移動しなくとも，その中で様々な情報を得ることができるようにした。

なお，本教材で調べ学習が完結するのではなく，児童が社会への関心を高めるきっかけ

になる調べ学習の導入教材として制作したものである。
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５　小単元の指導計画（１１時間扱い　本時４/１１）
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段

階
学　習　の　流　れ 児　童　の　活　動 支援・本教材の利用

問

い

を

見

つ

け

る

／

問

い

を

深

め

る

　ふれる　

　みつける　

　つくる　

　追及する　　　　　　　　

本時 4/11

　確かめる　

　深める　

「市のようす」単元構想図　

○仙台市のことで知っている

ことを発表しよう。

○仙台市のことを調べよう。

○仙台市のことでもっと調べ

たいことを発表しよう。

○仙台市のガイドマップをつ

くる計画を立てよう。

○グループごとにコンピュー

タを使って複線型で調べる。

　店やビルの多いところ　

　工場の多いところ　

　田や畑の多いところ　

　山の多いところ　

　交通のようす　

○調べたことを発表する

○仙台市のガイドマップをつ

くろう。

○ガイドマップを見て気付い

たことを発表しよう。

・立体地図や航空写 真

をもとに仙台市の こ

とで知っているこ と

を発表する。

・仙台市のおおよそ の

ことを発見する。

・仙台市のことで調 べ

たいことを考える。

・学習課題をつかみ ，

調べる計画を立てる。

・グループごとに項 目

を決めて調べる。

・調べたことは，ワ ー

クシートへまとめる。

・グループごとに調 べ

たことを発表する。

・自分たちの調べた こ

とと発表を聞いた こ

とを合わせて，ガ イ

ドマップをつくる。

・お互いの作品を見 合

いながら意見を発 表

する。

・立体地図や航空 写

真を提示し，発 表

しやすいように 支

援する。

・テレビの画面上 に

本教材を提示し ，

児童の調べたい と

思うところを考 え

させる。

・本教材を提示し な

がら，操作の仕 方

を児童につかま せ

る。

・調べるポイント を

絞らせる。

・コンピュータの 基

本的な操作の仕 方

を身に付けさせる。

・本教材は，３ 学

年の児童でも， 簡

単に操作できる よ

うになっている。

・他のグループの 発

表を聞いて，ガ イ

ドマップを完成 さ

せる。

・仙台市への理解 を

深めさせながら ，

今後の仙台市を よ

くしようとする 気

持ちを育てる。



６　本時の指導

（１）ねらい

仙台市の特色ある地形や土地利用の様子の違いと，交通の様子などをコンピュータを利

用して調べることができる。

（２）指導過程

学習活動 教師の支援 教材活用と評価

１　「わたしたちの仙台市」

を使った調べ方を知る。

　・目次から目的のページを

探す。

　・ボタンによるページの移

動。

　・ボタンによる写真の表示。

２　グループごとに調べる項

目を決めて調べる。

　

　

　　店やビルの多いところ　

　仙台市の区

　青葉区→中心部

　泉区→泉中央など

　宮城野区→仙台駅東

　太白区→長町富沢

　若林区→若林中心

　 　工場の多いところ　

　田畑と工場→パークタウン

　→仙台港など

○教材の使い方をモニター上で

示し，下記の項目の操作の仕

方を理解させる。

・ボタンをクリックしてページ

を移動する。

・ポインターをボタンに置くと

写真が表れる。

・戻るときは，前のページをク

リックする。

○調べる項目を前時にグループ

内で話し合わせておく。

○児童が自分で調べようとする

意欲を大切にする。

○操作に戸惑っているときは，

操作方法を例示する。

○書いてある文章や絵を記録す

るだけでなく，自分で気付い

たことや感想も記入するよう

声掛けする。

○店やビルが多い所は，青葉区の

中心部のページを見ることに

よって，調べることができる。

○泉区など各区の中心部のペー

ジもあるので，それらの区で

も店やビルの多い所を調べら

れることに気付かせる。

○最近は，泉パークタウンでの

工場が多くなってきている。

高速道路や港など交通と関連

させて調べてもよい。

・本教材は，特別な操作方

法を覚えなくも，ボタン

を直感的に操作すること

で，児童自身が様々な発

見ができるようになって

いる。

・１９７ページで構成され

ているので，児童に調べ

る項目を絞らせておく。

・ボタンをポインターに置

くと，写真が表示される

ロールオーバーイメージ

で，次のページに進む前

にページ内容がおおよそ

知ることができる。

・地図上に配置されたボタ

ンから，目的のページを

探させる。

・動画のあるページは，画

面が表示されるのに少し

時間がかかる。

・動画だけに関心を示す児

童がいる場合，写真や説

明されている言葉の大切

さを知らせる。

・動画には，音声もあるの

でコンピュータのボリュー

ム調節を行っておく。

・仙台港のページは，動画

やロールオーバーイメー

ジで詳しく調べることが

できる。
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仙台市の中心部



（３）評価

　　・コンピュータを利用して，目的の内容を調べることができたか。

　　・調べ活動を通して，仙台市の特色ある地形や土地利用の様子の違いに気付き，交通の

様子などを記録することができたか。
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　　田や畑の多いところ　

　田畑と工場→七郷→いね→

　袋原→岩切→根白石など

　　

　　　山の多いところ　

　山と川→泉ヶ岳→船形山

　山と川→大東岳→磐司岩

　山と川→七北田川→ヒザ川

　山と川→広瀬川→作並温泉

　山と川→名取川→二口峡谷

　山と川→地形の話

　　

　　

　　交通の様子　

　交通→鉄道→新幹線

　交通→地下鉄→車両基地

　交通→道路→国道４号線

　交通→バス

　交通→市電

３　調べたことを記録カード

にまとめ，次時で調べるこ

とを確認する。

○七郷地区は，伝統的に稲作が

盛んだったが，最近は，大麦

などの転作作物が増えてきて

いる。

○土地の様子の違いで，稲刈り

の仕方も異なることに気付か

せたい。

○稲の花のページから，稲にも

花が咲くことや，夏の気温に

よって，収穫量が違うことに

も気付かせたい。

○山の多い所は，奥羽山脈に集

中している。

○地形の話のページで，仙台市

の地形について理解させるこ

とができる。

○交通には，鉄道，地下鉄，バ

スなど様々な公共の乗り物が

あることに気付かせる。

○市電があったことにも，発展

的な学習で取り上げてもよい。

・記録カードに記入したことを

確認させながら，次時の調べ

る内容を確認させる。

・近年，農業を取り巻く環

境は大きく変化し，単純

に米づくり，野菜づくり

と分けることが難しくなっ

ている。

・岩切の曲がりネギなど，

農家の工夫も取り上げて

ある。

・山と川のページには，隠

しボタンがあり，児童自

身で発見する楽しさを味

わわせることができる。

技能

　コンピュータを活用して

仙台市の地形や土地利用，

交通の様子を調べること

ができたか。

思考

　地形の特色や土地利用の

様子，交通の様子などは，

場所によって違いがある

ことに気付いたか。

棚田の稲刈り

　学校の屋上などから西側を見れば，面白山，大東岳，
泉ヶ岳などがはっきり分かるので，本時の学習後実際に
確認させるとよい。（船形山は，市内から確認が難しい）


