
平成25年度 授業研究発表会  2014.2.15（土） 時間 9:45〜10:30 場所 ５年３組 教室 

                 社会科学習指導案         ５年３組 滝沢知之 

1.単元名 「わたしたちのくらしと情報」 

2.単元設定の理由 

問題意識を自ら連続・発展させる子どもを育てる授業 

～座席表を通して子どもの意識を捉え授業に生かす活動構成〜 

(1)単元について 

 日本だけでなく、世界の人々の生活において情報における技術はなくてはならない物へと変化を遂げてきた。例

えばTVやインターネットによる情報の収集や連絡手段としてメールを使用するといった方法は大人のみならず子

どもにとっても当たり前のように活用されている。本単元は、そのような私達の生活に大きな影響を及ぼしている

情報の大切さや情報の仕事に従事している人々の努力や工夫、更には情報を活用していくに当たって大切な情報モ

ラルについて考えていく単元である。学習を通して、情報の発展が私達の生活を便利にしてきたかを捉え、これか

ら情報化社会で生きていく上で大切なことは何か考えていく姿勢を育てていきたいと考えた。日々の社会科の授業

においても、タブレットや電子黒板といった ICT機器を使用していることから、子どもたちにとって情報化の技術

はありふれた物となっており、データの処理・集計や情報の共有といった利便性についても普段から接していると

いえる。学校外においてもスマートフォンをはじめとした ICT機器がありふれたものとなった一方で、子ども達に

とって情報モラルをはじめとした危機管理についてはあまり意識が及んでいないように感じる。そこで、単元の終

末にはこれから情報化社会が更に発展していく中で、自分たちはどのように情報と向き合っていけばよいか考えて

いく時間を設定した。 

(2)単元の目標 

○我が国の情報産業や情報化した社会の様子に関心を持ち、意欲的に調べることを通して、国民の生活を支える情 

 報産業の発展や、社会の情報化のよりよい進展を考えることができる。        【関心・意欲・態度】 

○我が国の情報産業や情報化した社会の様子について学習問題や予想、学習計画を考え表現し、調べたことをもと 

 に、情報化の進展は、国民生活に大きな影響を及ぼしていることや、情報の有効な活用が大切であることを考え、 

 調べたことや考えたことを適切に表現することができる。              【思考・判断・表現】 

○情報の入手やその活用、マスメディアの働き、医療に生かされている情報ネットワークの仕組み、情報を取り巻 

 く問題について、統計などの各種の基礎的資料を効果的に活用して具体的に調べ、 調べた課程や結果をノート 

 や作品にまとめている。                             【技能】 

○情報の入手やその活用、マスメディアの働き、医療に生かされている情報ネットワークの仕組み、情報を取り巻 

 く問題についてとらえている。                          【知識・理解】 

(3)活動構成の仮説 

発展していく情報化社会と自分との関わりから、これからの自分と情報との関わり方を考えていく 

 情報化社会は、更にこれからも発展していくが、それと同時に自分と情報との関わり方についてしっかり理解を

していないと、近年問題になっているようなネット犯罪に巻き込まれたり、自分が加害者になってしまったりする

事になりかねない。そこで、情報技術の進化とそれに対応する情報モラル等を扱う中で、これからの自分と情報と

の関わり方を考え続けていかなくてはならないという姿勢を育てていく。 

子どもの思いを座席表にまとめて授業で活用することにより、子どもたちの課題が連続発展していく 

 授業の最後の振り返りの時間の感想や疑問を座席表にする事で、子ども達の気になっている事や更に知りたい事

を教師が把握して、単元の展開に活用していく。また、座席表にしたものは、子どもにも配布して友だちの考えを

知る事や、自分の思考の変化を捉えやすいようにしていく。



 

3.指導計画 子どもの活動･意識の流れと評価・支援（全１５時間／本時１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの生活･学習経験 

 ・農業や水産業で働く人たちは、それぞれに工夫や努力をして仕事をしているんだね。 

 ・授業では、いつもタブレットや電子黒板といった情報機器を使用してるね。 

 ・家での調べ学習でパソコンやタブレットを使っているよ。 

学習の流れ 子どもの意識の流れ 指導者の役割 

1.わたしたちの生活と情 

 報産業との結びつきに 

 ついて知りたい事を出 

 し合い、今後の学習の 

 見通しを持つ。① 

「情報を伝える」 

（９時間） 

○普段わたしたちはどの 

 ように情報を手に入れ 

 ているのか調べる。① 

○テレビ放送による情報 

 はどのようにしてつく 

 られているか調べる。 

 ① 

○ニュース番組はどのよ 

 うに作られているか学 

 ぶ。① 

○ニュース番組を作成す 

 る。② 

 

○作成したニュース番組 

 を紹介する。① 

○放送内容は私達のくら 

 しでどのように活かさ 

 れているか調べる。① 

○放送と私達のくらしは 

 どのように関わってい 

 るか調べる。① 

○情報のはたらきと発信 

 の有用性について調べ 

 る。① 

「情報化社会を生きる」 

（５時間） 

○情報は私達の暮らしに 

 どのように役立ってい 

 るか知る。② 

○情報をどのように使っ 

 ていくといいか考え 

 る。① 

○情報を上手く利用する 

 にはどうしていけばい 

 いか考える。①本時 

○単元を通しての振り返 

 りをしてまとめる。① 

・わたしたちの生活と情報産 
 業との結びつきについて 
 興味のある事やニュース 
 や新聞などで取り扱われ 
 る話題などについて疑問 
 や知りたい事を出して座 
 席表にまとめる。 
 

・座席表で出た疑問か 

 ら、単元で取り扱っ 

 ていく内容を構成 

 し、子どもの思いに 

 沿った学習展開を構 

 成していく。 

 

・資料の特色によって 

 読み取り方を確認す 

 る。 

 

・扱うメディアは主に 

 テレビのニュースに 

 絞る（作成したニュ 

 ースごとに比較がし 

 やすいため）。 

 

・子どもの中に新聞や 

 ニュース以外の番組 

 についての疑問や興 

 味があった場合は、 

 その資料を作成して 

 配布し、調べる時間 

 を設定する。 

※「情報を伝える」の 

 最後の時間に追加 

 

・情報を発信する側と 

 受け取る側の立場を 

 分けて考えられるよ 

 うに意識して展開を 

 する。 

・情報モラルを意識し 

 て、これからの自分 

 の関わり方を意識し 

 て取り組めるように 

 支援する。 

インターネットでよく

調べ学習をするよ。 

わたしたちのくらしをささえる情報について調べよう 

スマートフォンで天 

気予報を確認するな。 

テレビや新聞で最新 

の情報を得られるね。 

どんなことを調べていけばいいか。 

働いている人の努力 

や工夫は何か。 

どのようにニュースや

新聞は作られているか。 

最新の情報の技術は 

何か。 

ニュース番組を作ろう 

ニュース番組について調べよう 

テレビは見やすくて

色々 な情報を知れるね 

様々 な役割を持った人

が働いているんだね。 

インターネットは、すぐ

に情報を調べられる 

情報の正確さにとても

気を使っているんだ。 

新聞は、自分のペースで

いつでも見られるね。 

見ている人の事を考え

て作っているんだね。 

情報を手に入れる手段を調べよう 

見ている人に伝わりや

すいニュースにしよう 

伝えたい事が、よくわか

る写真を使おう。 

音楽も、効果的に使える

ね。 

情報とわたしたちのくらしの関わりについて調べよう 

ニュース番組を紹介し合おう 

作り手の伝えたい事がはっきりしないと見

ている人もわかりにくくなるね、 

作るのにこんなに大変なんて驚いた。そんなニュー

スが毎日放送しているなんてすごい。 

便利だけど、注意しないと

とても危険なものになってし

まうね。 

見る側も、正しいかしっか

り判断しないといけないね、 

災害時には、情報は大きな

役割をしているんだね。 

情報はどのように活用されているか調べよう 

情報のおかげで、暮らしが

便利になっているんだね。 

病院や図書館など色々 な場

所で情報が活用されているん

だね。 

情報技術はもっと進化

していくのかな。 

情報と上手く関わっていくにはどうしたらいいか考えよう。 

便利だけど、危険なところ

もあるとよく理解して扱って

いかないといけないね。 

家や学校で使う時のルール

を家族やみんなで確認するよ

うにしよう。 

新しい技術によって、ルー

ルやマナーも変わるかもしれ

ないね。 

情報をとりまく問題について調べよう 

インターネット上の問題は、

どんどん増えているんだね。 

小学生も被害にあってしまう

ことも起きていて驚いた。 

どうやったら、被害を防ぐこ

とができるのかな。 

 評価計画 

評価規準（◆）と指導者の支援（○） 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆情報に関する写真を手掛 

 かりにわたしたちの生活 

 と情報との関わりについ   

 て関心を深めている。 

○写真やグラフなどの資料 

 を活用して、情報に関心を 

 持ちやすいようにする。 

 

◆情報を入手するための 

 様々なメディアについて 

 関心を持ち、これまでの経 

 験などから詳しく考えた 

 り、意見を発表したりしよ 

 うとしている。 

○学校だけでなく、家での生 

 活もにおいても情報は大 

 きく影響を与えている事 

 に気づいて、授業における 

 視点を広げられるように 

 していく。 

 

◆見る人がわかりやすいよ 

 うに工夫をしてニュース 

 番組作りを意欲的に取り 

 組んでいる。 

○同じ結果でも伝え方が異 

 なる新聞や雑誌の記事を 

 使用してニュース番組作 

 りに活かせるようにする。 

 

◆みのまわりにはたくさん 

 の情報があることに関心 

 を持ち、情報の種類や活用 

 される場面について積極 

 的に調べようとしている。 

○興味が更に引き出される 

 ような最新の技術も紹介 

 していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆資料から考えられること  

 を、自分の生活や見つけた 

 資料と関連づけて考える 

 ことができる。 

○資料と資料をつなげて、変 

 化など一致する事象に着 

 目して、「○と△は関係 

 している」「○なのは△だ 

 からだ」などの言葉を使っ  

 たりするように促す。 

 

◆調べたことをもとに、情報 

 がわたしたちの生活に大 

 きな影響を及ぼしている 

 ことや、情報の有効な活用 

 が大切であることを考え 

 て表現している。 

○情報の便利さを、日々の生 

 活と結びつけられるよう 

 に促し、現在の技術が無い 

 場合はどうしていたかと 

 いった場面を想像して、思 

 考しやすいように支援す 

 る。 

 

◆情報を有効に活用して生 

 活するために、自分たちが 

 除法の送り手側・受け手側 

 として正しい取り扱いを 

 行い、責任を持つ事が大切 

 である事を自分の生活と 

 照らし合わせて考え、適切 

 に表現している。 

○家や学校での取り扱い等 

 をもとに、自分なりに考え 

 られる場を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆提示された資料を、それぞ 

 れの資料の特色に応じて 

 読み取ることができる。 

○写真や統計など、資料に応 

 じた読み取り方を確認す 

 る。 

 

◆情報の入手やニュース番 

 組の制作について、資料集 

 やインターネット等の資 

 料を効果的に活用してノ 

 ートやプレゼンテーショ  

 ン等でまとめている。 

○上手くまとめられている 

 ものは、印刷をして子ども 

 に配布したり全体の前で 

 紹介をしたりして、参考に 

 なるようにする。 

 

◆伝えたい事を明確にして 

 内容が上手く伝わるよう 

 に写真や音楽を効果的に 

 使用してニュース番組作 

 りをしている。 

○ニュース番組作りの学習 

 をする中で、制作者側の工 

 夫や努力を明確にして、工 

 夫の幅が広がりすぎない 

 ように支援する。 

 

◆これまでの学習を活かし 

 て、情報の取り扱いについ 

 てのルールを工夫して作 

 成している。 

○情報の欠かす事のできな 

 い便利さと危険さを比較 

 しながら考えられるよう 

 にしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆放送、新聞などの産業と国 

 民生活との関わり、情報化 

 した社会の様子を調べて、 

 情報化の進展は国民の生 

 活に大きな影響を及ぼし 

 ていることを理解できる。 

○普段の生活や学校での授 

 業でも頻繁に ICT 機器を 

 活用していることから、そ 

 の利便性を確かめながら 

 授業を進めていく。 

 

◆情報を入手する方法やニ 

 ュース番組の制作過程か 

 ら、ニュース番組などの放 

 送を通して送り出された 

 情報が、わたしたちの生活 

 に大きな影響を及ぼして  

 いることについて捉えて 

 いる。 

○ニュース作りについては、 

 仕事の過程を細かに追っ 

 てしまうだけにならない 

 ように、ゲストティーチャ 

 ー等を活用して、携わる 

 人々の努力や工夫に着目  

 できるようにしていく。 

 

◆情報を有効に活用しなが 

 ら、生活する必要があるこ 

 とや、情報の送り手として 

 発信する情報に責任を持 

 つことが大切であること  

 について捉えている。 

○自分が被害者になってし 

 まうだけでなく、加害者に 

 もなってしまう事を意識 

 した指導をする。 

我が国の情報産業や情

報化した社会の様子に

関心を持ち、意欲的に調

べることを通して、国民

の生活を支える情報産

業の発展や、社会の情報

化のよりよい進展を考

えることができる。 

我が国の情報産業や情

報化した社会の様子に

ついて学習問題や予想、

学習計画を考え表現し、

調べたことをもとに、情

報化の進展は、国民生活

に大きな影響を及ぼし

ていることや、情報の有

効な活用が大切である

ことを考え、調べたこと

や考えたことを適切に

表現することができる。 

情報の入手やその活用、

マスメディアの働き、医

療に生かされている情

報ネットワークの仕組

み、情報を取り巻く問題

について、統計などの各

種の基礎的資料を効果

的に活用して具体的に

調べ、 調べた課程や結

果をノートや作品にま

とめている。 

情報の入手やその活用、

マスメディアの働き、医

療に生かされている情報

ネットワークの仕組み、

情報を取り巻く問題につ

いてとらえている。 



 


