社会科学習指導案
海田町立海田西小学校

１ 日時
平成２９年 ９月１２日（火） ５校時
２ 学年
第４学年１組 男子１２名 女子１４名
３ 単元名
安全なくらしを守る 「１ なくそう，こわい火事」
４ 単元について
（１）単元観
本単元は， 学習指導要領第４学年（４）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。
」を受け設定したものである。
地域社会における災害や事故から人々の安全，命を守るための機関である消防署の働きや施設，
そこに従事している人々の工夫や努力を調べることで，施設や設備の整備や点検，訓練や広報活動
などに取り組み，火災の予防や発生時に対する備えをしていることを考える。また，地域の人々が
消防署と連携し，火災通報や避難訓練の実施，地域の消防団による防火，防災を呼びかける活動を
通して，予防に協力し未然に甚大な被害を防ぐ努力をしていることを，具体的に考えたり，調べた
りすることができる教材である。幸いにも校区内に見学可能な安芸消防署があり，海田町では年に
１度，町民参加の町内防災活動を行っている。この経験も生かすことができる単元である。
（２）児童観
本学年の児童は， 事前アンケートによると，
「社会科が好き」と肯定的に回答した児童が約６４％
いる。その主な理由は，
「見学に行けること」
「みんなと話し合いをしているところ」
「自分の疑問が
解決できるところ」であった。これに対して，「課題に対して自分で資料を見つけること」
「調べた
ことを順序立てて説明すること」については苦手とする傾向がある。
児童も校区内に安芸消防署があることや，消防署の緊急番号が１１９であることは全員が知って
いる。消防署の仕事については，ほとんどの児童が「よく知っている」と回答し，理由は「火事が
起きた時に，火を消す仕事」
「けがや病気の人を病院へ運ぶ仕事」としている。消防と救急の両面か
らその仕事について捉えているが，それ以上の仕事内容は見えていない。
「火事がない時は，何をし
ているのだろう」という疑問が数多く挙げられていた。このように，消防署の仕事の中で，防災推
進活動，設備点検活動，広報活動について，児童にとっては未知の部分ということが分かる。
（３）指導観
指導に当たっては，最初に，海田町の火事の現状について，安芸消防署から出されているグラフ
から，毎年火事が起き，多くの人が被害に遭っていることに気付かせ，
「わたしたちは，火事や水害，
地震などの災害から，どのようにして守られているのだろう。」という学習課題をもたせる。また，
火事の原因や件数に着目させ，消防署の活動に関心をもたせたい。次に，火事が燃え広がる速さと
消防署の位置を示した地図から火事現場に早く着くための取組や，消防署で働く人々の活動につい
て話し合わせ，見学に向けて意欲を高めた上で，情報の収集を図る。
見学では，事前に見学カードに調べたいことや自分のテーマ（課題）を書かせ，予想を立てさせ
る。消防署では，少しでも早く出動するために様々な工夫がされていることや，火災発生時には関
係諸機関が相互に連携して消火や救助に当たり，事態に対処していることを考えさせたい。さらに
普段から消防署で働く人が，施設や設備の整備や点検，訓練，広報活動などに取り組み，火事の予
防や発生時の備えをしていることを理解させ，この後，自分たちの学校の消火設備についても主体
的に調べさせたい。
学校の消防設備や地域の防災活動に目を向けさせる中で，消防団の存在を知り，どのような活動
をしているのか調べる。その際には保護者の協力を得ながら学校や地域の安全は，互いに協力し共
に助け合って守ること，地域社会の一員として，自分たちの安全は自分たちで守ることが大切であ
ることにも気付くようにしたい。そして，
「自分たちにこれからできることは何か」と具体的に考え
させるようにする。課題解決に向けて調べて分かったことは，新聞作りを通して発信させるように
したい。

（４）ＮＩＥ活用の意図
消防署にとって地域住民の安全な暮らしを守ることは，大切な責務である。その活動は多岐にわ
たって新聞で報道されることが多い。
「火事における消火活動」，
「事件，事故等における救急活動」，
また，
「地域における防災活動」など，新聞紙上に必ずと言っていいほど紹介されている。その新聞
記事をもとに，消防署の主な活動である「消防・救急活動」
「防災活動」「広報活動」の三点の学習
において新聞記事を活用した授業を導入部分に行えば，消防署の活動に興味をもって課題解決に取
り組むことができるのではないかと考える。そして，身の回りの安全や安心して暮らせる町作りに
おいても，資料の一つとして役立てることができ，児童がもつ課題の解決や今後の学習にも生かす
ことができると考え，ＮＩＥを活用した。
５ 単元の目標
○ 地域の人々は，その願いを実現するためにさまざまな工夫や努力，協力をしていること，その
結果，人々の安全な生活の維持と向上が図られていることに関心をもち，地域社会の一員として
協力しようとしている。
【社会的事象への関心・意欲・態度】
○ 地域の人々の安全を守るための諸活動について学習問題や予想，学習計画を考え表現し，調べ
たことを基に，地域の人々の安全を守る諸活動の特色や，それらと地域の人々の安全な生活の維
持と向上との関連について考え，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。
【社会的な思考・判断・表現】
○ 地域の人々の安全を守る諸活動の様子を的確に見学したり，調査したりするとともに，調べた
過程や結果をノートや作品にまとめることができる。
【観察・資料活用の技能】
○ 地域の人々の安全を守るための関係諸機関の働きとそこに従事している人々の工夫や努力を理
解することができる。
【社会的事象についての知識・理解】
６ 単元の評価規準
社会的事象への関心・ 社会的な思考・判断・ 観察・資料活用の 社 会 的 事 象 に つ い て の 知
意欲・態度
表現
技能
識・理解
・地域社会における災 ・学習問題や，予想， ・消防署や設備な ・関係機関は地域の人々と
害から，人々の安全を 学習計画を考え，表現 どを観点に基づい 協力して，災害の防止に努
守る工夫や努力に関心 している。
て見学・聞き取り め，関係諸機関が相互に連
をもち，意欲的に調べ ・安全を守るための関 調査したり資料を 携して，緊急に対処する体
ている。
係機関の働きや地域 活用したりして必 制をとっていることを理解
・地域社会の一員とし の人々の工夫や努力 要な情報を集め， している。
て安全を守るための活 を地域の人々の生活 読み取っている。 ・人々の安全を守るための
動に協力しようとして と関連付けて考え，適 ・調べたことをノ 関係機関の働きや従事して
いる。
切に表現している。
ートや新聞などに いる人々や地域の人々の工
まとめている。
夫や努力を理解している。
７ 単元で育てたい資質・能力
本校で育成したい資質・能力は，①課題発見・解決力，②主体性，③チャレンジ精神，④自らへ
の自信の４つである。
育成したい資質・能力
本単元の学習を通して目指す姿
①課題発見・解決力
学習課題を考えたり，解決に向けて予想や学習計画を立てたりして，
表現方法を工夫している。
②主体性
地域社会の一員として，安全を守るための活動に協力している。また，
災害から人々の安全を守る工夫や努力に関心をもって意欲的に調べ
ようとしている。
③チャレンジ精神
消防署やその設備を見学して，聞き取り調査をしたり資料を活用した
りして，必要な情報を収集・分析しようとしている。
④自らへの自信
安全を守るための関係機関の働きや地域の人々の工夫や努力を，地域
の人々の生活と関連付けるなど，調べたことをノートや新聞，ポスタ
ーなどにまとめて表現している。

８

単元の学習指導計画（全１２時間）
時

学習内容

課題の設定
１
本
時

２

３

４
５

思
考

○

○

６

○海田町で起きた火事に
ついて調べることで，件
数や原因につ いて 話し
合い，消防署の仕組みや
そこで働く人 々に関心
をもつ。
○消防署の火事に対する ○
取組や，そこで働く人々
の活動につい て調べた
いことをノー トにまと
める。
○安芸消防署を見学し，火
事に素早く対 応するた
めの消防署の 施設や設
備の工夫，働く人々の仕
事や働きを見付ける。

○

７

整理・分析
○ 119 番通報の仕組みを
調べ，火事に素早く対応
できる通信司 令室の役
割や関係機関 との協力
体制について考える。
○消防署で働く人々が日
頃から防災の ために行
っている工夫 や努力に
ついて考え，適切に判断
し，表現する。

知
識

・海田町の火事に関する各種の統計資料か
ら身近に起きている火事の原因や消火活動
に関わる人々の仕事について関心をもち，
意欲的に調べている。（行動観察，ノート）
★資料を活用し必要な情報を収集しようと
する力（観察，ノート）

○

二
（
追
求
す
る
）

技
能

○火事の写真やグラフを
見て，火事の様子や火事
の原因，消火活動に従事
する人々の働 きなどに
ついて気付い たことを
話し合い，学習課題を設
定する。
情報の収集

一
（
つ
か
む
）

意
欲

評価
（・）評価規準（評価方法）
（★）資質・能力の評価（評価方法）
・消火活動に従事する人々の活躍に関する
新聞記事や写真・グラフ資料をもとに，様々
な形で地域の安全が守られていることに関
心をもち，意欲的に話し合って学習課題を
設定している。
（行動観察，ワークシート）
ＮＩＥ
★記事の内容と学習課題を関連付けて考え
る力（観察，ワークシート）

○

・火事が発生したとき，一刻も早く火事現場
に到着できるように消防署が配置されてい
ることに気付き，消防署の見学に向けて意欲
的に調べている。
（行動観察，ノート）
★課題解決に向けて主体的に調べようとす
る力（観察，ノート）
・見学や聞き取りを行い，消防署の施設や
設備の工夫，働く人々の仕事や働きを見付
け，ノートにまとめている。
（行動観察，見
学カード,ノート）
★消防署の施設を見学し，聞き取り調査を
する力（観察，見学カード）
・ 119 番の仕組みを調べることを通して，
災害時の対処の方法を身に付けるととも
に，消防本部の通信指令室の役割や関係諸
機関との連携・協力体制について適切に表
現している。（行動観察，ノート）
★必要な情報を整理，分析する力（観察，
ノート）
・見学したことや新聞記事から，消防署で
働く人々が日頃から防火，防災のために行
っている様々な仕事やその一つ一つの目
的，仕事への思いを考え，適切に表現して
いる。
（行動観察，ノート）ＮＩＥ
★必要な情報を整理，分析する力（観察，
ノート）

８

９

10

○学校の消防設備を調べ，
その配置図を 基に話し
合うことから，学校には
消防設備が整 備されて
いることを理解する。

○

○海田町の消防設備や消
防団の働きを調べ，町を
守ろうとして いる消防
団の思いを考える。

○

○地震などの災害の恐ろ
しさについて調べ，海田
町の防災の取 組につい
て考える。

振り返り

11

三
（
考
え
表
現
す
る
）
12

○

○

○災害に備える事例につ
いて交流する ことを通
して，地域の一員として
何ができるか について
考える。

まとめ・創造・表現
○これまでに学習してき
たことを基に，消防署で
働く人々の工 夫や努力
について話し 合うこと
を通して，消防署の働き
について自分 の考えを
深める。

・学校における火事に備えるための設備に
ついて調査し，白地図にまとめるとともに，
その配置図からどのような備えがあるのか
を読み取っている。
（行動観察，ノート）
★学校の安全を守る工夫や努力に関心をも
って意欲的に調べる力（観察，ノート）
・消防設備の配置の地図から気付いた工夫
と，地域を守ろうとしている消防団の思い
を読み取っている。
（行動観察，ノート）
★消防団の働きについて必要な情報を収集
し分析する力（観察，ノート）

○

・私達の住む日本が，自然災害の多い国で
あることや海田町の防災の取組を知り，災
害に対して都道府県を超えて協力，活動す
ることの大切さを考えようとしている。
（行動観察，ノート）
★海田町の防災の取組について必要な情報
を収集し分析する力（観察，ノート）
・防災訓練など，災害に備える身近な事例
について，新聞記事や海田町の防災訓練の
写真をもとに交流することを通して，
「自分
たちで今すぐにできること」について考え，
ノートなどに表現している。
（行動観察，ノ
ート）ＮＩＥ
★地域社会の一員として，安全を守る活動
にどのように参加していくのかを考える力
（観察，ノート）
・消防署の活動について目的ごとにまとめ
ることにより，人々の安全を守る努力や工
夫について考えようとしている。
（行動観察，ノート，新聞，発表）
★調べたことを新聞などにまとめて表現す
る力（観察，ノート，新聞，発表）

９ 本時の学習
（１）本時の目標
火事の写真やグラフを見て，火事の様子や火事の原因，消火活動に従事する人々の働きなどにつ
いて気付いたことを話し合い，学習課題を設定することができる。
（２）本時の評価規準
消火活動に従事する人々の活躍に関する新聞記事や写真・グラフ資料を基に，様々な形で地域の
安全が守られていることに関心をもち，意欲的に話し合って学習課題を設定している。
（３）準備物
消火活動をしている写真，拡大した新聞記事，主な出火原因別の出火件数（グラフ）

（４）本時の展開
学習活動

（◇）指導上の留意点
（◆）配慮を要する児童への支援

評価規準
（○）教科の指導事項
（★）資質・能力
（評価方法）

１

導
入

火 事 現 場 の 写 真 か ◇現場の写真から，消火活動に関わる人々
ら消火活動に携わる
の働きに注目させる。
人々の様子に気付く。
○ 火事現場の様子を
見てどのような人達
が火事を消すために
活動しているでしょ
うか。
写真と新聞記事から，これから調べていきたいことを出し合おう。
２

火事の発生件数や
火事による被害，原因
などを新聞記事から
読み取る。
○ 新聞記事を読んで
分かったことを話し
合いましょう。
展
開

◇資料から，火事の件数，被害，原因につ
いて読み取らせる。

★記事の内容と学習課
題を関連付けて考え
る力（観察，ワーク
シート）

◆新聞記事に読み仮名をつけたワークシー
トを用意する。

・１週間で火災が５件もあり，５人もの人が死傷している。
・半年で４７件の火災は多いと思う。
・たばこの火や放火の件数が多い。
・火災を予防するための活動もしているんだ。

ま
と
め

３

グラフ資料を読み
取る。
○ 火事の発生件数が
減ってきているのは
どうしてでしょう。

◇火事の原因には気を付ければ防げるもの
もあることに気付かせる。
◇火災件数が減って来ていることにも注目
させ，詳しく調べたいことを話し合わせ
る。

４

◇学習課題を消防署の主な活動である消火
活動と救急活動，防災活動，広報活動な
どに分けて考えさせる。

学習したことをも
とに，これからの学習
課題を設定する。
○ これから調べてい
きたいことについて
話し合いましょう。

・私達の住む町では，毎年何件もの火事が起こっていることが分かった。火事の
現場では，消防士の人はどんなことを考えて行動しているのだろう。
・救急車ではどんな活動をしているのだろう。運ぶだけなのかな。
・避難訓練では消防署の人が来て教えてくれたけれど，火事の無いときには消防
署の人は何をしているのだろう。
・消防署からのポスターやお知らせは，何のためにしているのだろう。
・消防署に見学に行って消防署のひみつや工夫についていろいろ調べたいな。

５

今後の学習の見通
しをもつ。

◇次時の学習内容を知り，見通しをもたせ
る。

○消火活動に従事する
人々の活躍に関する
新聞記事や写真・グ
ラフ資料をもとに，
様々な形で地域の安
全が守られているこ
とに関心をもち，意
欲的に話し合って学
習課題を設定してい
る。
（行動観察，ワー
クシート）

（５）板書計画
安全なくらしを守る
めあて

写真と新聞記事から，これから調べていきたいことを出し合おう。

写真

写真

【学習課題】

新聞記事

（消火）火事の現場はこわくないのか。

グラフ資料

消防車や服，持ち物に工夫はあるのか。
（救急）救急車はどんな活動をしているのか。
（防災）火事の無いときは何をしているのか。
年々火事の件数がへっているのはなぜ。
（広報）町の人にどうやって防火や防災を呼びか
けているのか。
↓

・１週間で火災が５件。

・放火が１番多い。

・５人もの人が死傷。

・２番がたばこの火だ。

・半年で４７件の火災は多い。

・３番がこんろだ。

・たばこの火や放火の件数が多い。

・１年間だとすごく多いな。

「消防署のひみつ発見！」
（ふりかえり）
・学習課題を決めることができた。

・火災予防のための活動をしている。 ・前の年と比べてへっている。

これからの活動が楽しみ。消防署の工

・消防車から放送している。

夫についてしっかりと調べたい。

・海田町は年々へっている。

（６）資料

火事の現場で消火活動を行う
消防士の写真

消火訓練を行う
消防士の写真

資料１ 写真資料

火事が起こった数（海田町）

年
件数

平成 25 年

平成 26 年

１２

平成 27 年

７

平成 28 年

４

３

安芸消防署管内の火事の原因（平成２８年）

種別

たき火

放火

こんろ

たばこ

その他

件数

８

５

４

２

１０

資料３ グラフ資料

資料２ 新聞記事

