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調べて考える力を高める社会科学習
―子どもの意識に沿った学習過程をつくるために―

田辺市立三栖小学校

教諭 田 中 誠

１ 研究のねらい

私はこれまで、子どもたちに「調べる力」や「考える力」を付けることを目指して問

題解決学習に取り組んできた。子どもたちは、地域に出かけての見学や調査、本やイン

ターネットによる情報収集等多様な方法を使って意欲的に調べていた。また、調べたこ

とをノートに書き、みんなに発表することに喜びを感じていた。さらには、個人で、あ

るいはグループで、新聞やポスターという形で表現することにも意欲的に取り組めてい

た。私は、そのような子どもたちの姿に満足し、一連の指導とその学習過程に間違いは

ないという思いを持っていた。

しかし、子どもたちが身に付けたはずの「調べる力」や「考える力」とは何かを考え

ながら、これまでの実践をふり返った時、課題があることに気付いた。それは 「調べ、

る」という活動が、私にとっての最終目的になっていたため、子どもたちが調べてきた

という事実や一定の成果物を提出したことに私自身が満足し、それを全体の場で発表す

ることで学習を終わらせていたことである。すなわち、話し合い活動が調べたことをも

とに「考える」授業とはなっていなかったのである。その原因は、私自身が「何を調べ

させて、そこから何を考えさせるか」が曖昧であったために、話し合いの基盤となる根

。 、「 」拠や材料を子どもたちが持てていなかったからである 学習過程における 調べる力

や「考える力」という言葉は意識しているが、その力を付けさせるための具体的な手だ

てを講じていなかったのである。

そこで 「調べる力」と「考える力」を一体とした「調べて考える力」を具体化する、

とともに、その力を高める社会科学習のあり方について研究していきたいと考え、本主

題を設定した。本研究は、子どもの実態を把握することを大切にする。子どもの様子や

子どもの表現することをしっかり捉えることにより、調べ活動や話し合い活動を充実さ

せる指導法、評価の方法等を明らかにしていきたい。

２ 研究仮説

(1) 研究仮説を設定するにあたって

「調べて考える」とは 「調べながら考える 「調べたことから考える」というよ、 」

うに調べることと考えることを一連の活動として捉えている。

まず、調べて考える力を次のように捉え、この研究における目指す子どもの姿とし

た。

○地域社会の社会的事象を観察、調査し、各種の具体的な資料を活用できるとと

もに、地域社会の社会的事象が自分の生活に深く関わり、自分の生活を支えて

いることが考えられる力。

○地域社会の社会的事象を調べ、まとめたものを基にして、自分なりの新しい見

方や考え方ができるとともに、よりよい自分の行動や社会のあり方を考えられ

る力。

次に、これまでの実践を再点検するため、その基準となる問題解決学習の学習過程

について学び直しを行った。

藤井千春氏は、問題解決学習の学習活動の目標を「友達などの他者とよりよく『か

かわり合い』ながら 『自分なりの考え』をねばり強く深めるという学習活動の『経、

験』をさせること(※1)」としている。そして 「自分なりの考え」を深めるために、

は 「様々な『考え』を持ち、多くの事実を知っている多くの他者とよりよく『かか、

わり合う』ことを大切にしなければならない(※2)」と述べている。
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つまり、問題解決学習の学習過程では、調べる活動の後には、調べたことを交流で

きる話し合い活動という「かかわり合い」があり、その「かかわり合い」の後で、さ

らに調べて考えを深めるという活動が繰り返されるのである。問題解決学習における

「解決」は、この過程を通して「自分なりの考え」が深まることであり、課題が解決

したということではないのである。

そこで 「自分なりの考え」を深める指導と他者とよりよく「かかわり合う」こと、

のできる指導を目指し、改めてこれまでの学習過程の捉え直しを行った。

まず、これまでの学習過程を、課題との出会い、課題を調べる、調べたことを交流

する、学習したことを生かすの４つの段階に分けた。そこで明らかになった指導上の

課題は、以下の４点である。

・課題との出会いの段階では、指導者が解決させたいことを課題としていたので、子

どもが本当に調べたい課題になっていなかった。

・課題を調べる段階では、調べる活動を子ども任せにしていたので、子ども自身が調

べ方の手順や方法をよくわかっていなかった。

・調べたことを交流する段階では、友だちとのかかわり合いが浅かったので、子ども

同士がお互いの意見をかかわらせていなかった。

・学習したことを生かす段階では、学習したことを、生活や次の学習活動に生かす場

を設定しておらず、子どもにとって学習したことの価値がわかりにくかった。

(2) 研究仮説

(1)で述べた指導上の課題解決のため次の仮説を設定し、検証することとする。

授業の各段階で子どもの姿を捉え直し、子どもの意識に沿った学習過程をつくれ

ば、子どもは調べて考える力を高めるであろう。

(3) 仮説検証のための視点

子どもの姿を捉え直すため、授業の各段階において、期待する子どもの姿を具体化

するとともに、授業改善の手だてについて考えた。

視点① 課題意識を高め、意欲的に調べ活動に取り組もうとする子どもの姿を期

待し、課題との出会わせ方を工夫する。

視点② 自分なりの方法で調べ活動に取り組む子どもの姿を期待し 「調べ学習、

の手引き」を活用した指導を行う。

視点③ 自分なりの新しい考えを持つ子どもの姿を期待し、自分の考えを整理す

るためのノート指導を行う。

視点④ 学習したことの価値に気付く子どもの姿を期待し、学習したことを生か

す場を設定する。

視点⑤ 学習活動をふり返り、次の学習に生かそうとする子どもの姿を期待し、

「ふり返りカード」による自己評価活動を設定する。

以上５つの視点について、授業を通し、検証していきたい。

３ 研究の内容と方法

(1) 検証授業について

ア 対象 田辺市立三栖小学校 第４学年１組 男子17名 女子13名 計30名

イ 単元名 安全なくらしを守る

ウ 地域の様子と児童の実態

地域の育友会活動は 「子どもは地域の宝である」という考えから『育宝会』と、

いう名称になっている。地域で子どもを守る意識が高く、朝のあいさつ運動や登下



子どもたちが犯罪に巻き込まれそうになったとき、安心して駆け込める場所として設定されている。*1
「きしゅう君の家」には、和歌山県警察のシンボルマスコット「きしゅう君」が表示されている。
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、「 」 。 、 、校指導 きしゅう君の家 への登録にも協力的である しかし 子どもたちは
*1

地域の人々が行っているこれらの活動が、自分たちの安全を守ってくれていること

に気付いていない。事故や事件が自分に関係のある身近な出来事としての切実感が

ないのである。

エ 単元について

安全なくらしを守るための施設、組織、働く人、地域の人々の協力等を具体的に

調べる活動を通して、地域で安全を守るために多くの人々が努力していることの大

切さに気付くことができるであろう。さらに、安全な町にするために自分たちにも

、 。できることを考え 地域社会の一員として自覚をもった子どもが育つと考えられる

(2) 単元構想と授業改善のための視点

。 。図１は単元構想図である 授業改善をどの段階で実施するかを合わせて示している

図１ 単元構想と授業改善のための視点
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４ 検証授業の分析と考察

(1) 検証授業(全10時間)の概要

（◎は、視点にかかわる手だてとして重視する ）。

時 評価規準 学習活動 授業改善のための手だて 子どもの姿【評価方法】

○危ない目に遭い ◎作文「ヒヤッとして、あぶ ・みんながこんなにたくさん危

そうになった経 なかったこと」を紹介し、 ない目に遭っているなんて思

安全につい 験を発表する。 自分たちの身近に事故の危 わなかった。

第 ての関心を ○事故が多い場 険があることを感じさせる。 ・校区を探検して危ないところ

１ 高めてい 所 危ないな ○日頃の様子を思い出させ、 を探したい。、「 」

時 る。 と思う場所を考 自分の経験を話させる。 ・三栖をよく知っている人に聞

(関心) える。 ◎危険な目に遭った子どもの きたい。

日記を紹介し、事件の恐れ ・交差点は事故が多いはずだ。

※についても意識させる。 【発言 【ふり返りカード】】

○危険な場所につ ○だれに聞けばわかるかを考 ・交番のお巡りさんに聞きに行

いての調べ方を えさせる。 った。

危険な場所 考える。 ○危険な場所を知ることは安 ・交通安全協会の人に聞いた。

。第 を調べる計 ○調べ方を学ぶ。 全のため必要だと押さえる。 ・友だちと一緒に探検に行った

２ 画を立て ○「調べ学習の手 ◎調べ学習の手引きⅠを使い、 ・家の人に教えてもらった場所

時 る。 引き」を記入す 調べ方を知らせる。 を確かめに行った。

(技・表) る。 ◎調べ学習の手引きⅡを活用 【調べ学習の手引きⅡ】

※し、個に応じた指導を行う。 【ふり返りカード】

。
第
危険な理由 ○危険な場所につ ○その場所が危険な理由を考 ・直線だとスピードが出るから

について根 いて調べたこと えさせる。 ・コンビニ近くの交差点はお客

３ 拠を示して を発表し、話し ○地図で確認させる。 さんが多いから。
時 考える。 合う。 【ノート】

※(思考) 【ふり返りカード】

安全を守る ○安全のための施 ○安全を守る施設について、 ・広い道へ出るときにカーブミ
第 ための施設 設について調べ どこにどんなものがどうい ラーがある。
４ の働きや役 たことを発表 う目的であるかを考えさせ ・危険な場所には標識のように

時 割を考え し、話し合う。 る。 守ってくれるものがある。

※る。(思考) 【ふり返りカード】

警察署と関 ○交通事故の現状 ○交通事故の写真、資料を活 ・事故の連絡は消防署にも行く

係諸機関の を知る。 用し、事故件数が減ってき んだなあ。
第 協力の仕組 ○事故が起きたと ていることに気付かせる。 ・警察は、事故処理だけではな

５ み、緊急体 きの緊急体制に ○素早く到着する仕組みと、 くて、事故を防ぐ仕事もして

時 制について ついて調べ、話 組織的な仕組みについて理 いるんだなあ。

理解する。 し合う。 解させる。 【ワークシート】

※(知・理) 【ふり返りカード】

○地域の安全を守 ◎自分の考えを整理するため ・地域のたくさんの人々が私た

。るための人々の のノート指導を行う。 ちの安全を守ってくれている

安全を守る 工夫や努力につ ○大勢の人々によって、様々 ・校長先生は、毎朝、私たちが

ために警察 いて調べたこと な活動が行われていること 安全に登校できるように見守

第 署や地域の を話し合う。 に気付かせる。 ってくれている。

６ 人々が協力 ○安全を守る人々 ◎類似した経験を引き出すた ・私たちにもできることがある

時 して行って の気持ちについ めの発問を工夫する。 はずだ。

いる工夫や て考える。 【ノート】

※努力を考え 【ふり返りカード】

る。(思考)

学習したこ ○地域の安全のた ○学習したことをもとに、地 ・きしゅう君の家を探して地図

とを生かし めにできること 域に役立つことを考える。 に書こう。

て、自分た を話し合う。 ・ポスターを書いて交通安全を

第 ちにできる 呼びかけよう。

７ ことを考え 【発言 【ノート】】

る。(思考)〜

。９ 考えたこと ○グループで自分 ○資料として使えるものを用 ・地区ごとの地図にまとめよう

をわかりや たちにできる活 意する。 ・標識を調べて新聞にしよう。時

・ポスターに交通安全の標語をすく伝え 動に取り組み、 ○新たに調べたことや聞いて
書こう。る。 作品を作る。 きたことを生かせるように

(技・表) する。 【作品 【発表】】

視点①

視点②

視点③



- -45

○取組を発表す ○グループごとに工夫して発 ・安全を守ってくれている地域

る。 表させる。 の人々に感謝したい。

地域社会の ○自分にできるこ 今までの学習をふり返り、 ・危険な目に遭わないように、◎
一員として とを考える。 安全を守るために自分にで 学習したことを低学年に教え

第

安全を守る ○教師の話を聞い きることを考えさせる。 たい。
10

活動を行 て、これまでの 学習してきた内容について ・もっと不審者や事故に気を付
時 ◎
う。 学習をふり返 の大切さや価値に気付かせ けよう。

※(関心) る。 る。 【ふり返りカード】

○学習活動をふり ◎学習活動をふり返らせる。 ・みんながお手本になってくれ

学習活動を 返る。 「ふり返りカード」は学習 たのでぼくも発表できた。※
ふり返り次 の終了時に適宜記入させる。 ・友だちの意見を聞いて、調べ適
の学習に生 直さなければならないことが宜
かそうとす みつかった。

。る。(関心) ・今日の授業で考えが変わった

(2) 視点①にかかわる実践

ア 手だてと見えた子どもの姿

「安全なくらしを守る」を学習するにあたり、これまでの経験をふり返ることか

、「 、 」 。らスタートしようと ヒヤッとして あぶなかったこと の題で作文を書かせた

作文には、30名全員が自転車を運転していてヒヤッとしたり、登下校の途中で車に

ぶつかりそうになったりという危険な目に遭っていた。また、家族の運転する車に

同乗していて、事故に遭った経験がある子どもも数名いた。さらには 「曲がり角、

を早く曲がろうとして 「よそ見をしていて」等事故が起こり得る原因となる場所」

や不注意な行為についても書かれていた。この作文を基に、第１時では危ない目に

遭ったことを話し合った。子どもたちは自分の経験を意欲的に話し、友だちの話に

も熱心に耳を傾けていた。また、事故や事件に出会ったことを日記に書いている子

どもがいた。この記述に触れることで、その時の詳しい様子や警察官が来て現場検

証を行ったこと等の話を聞くことができた。子どもたちは、それぞれの事件に興味

を示しながらも、自分たちの周りでは、日常的に危険があることに驚いていた。

イ 考察

事前に書いた作文によって、全ての子どもたちが危ない目に遭っている実態が把

握できた。子どもたちは、危ない思いをした経験から「どうしてそうなったか」の

理由や「どこが危ないか 「どんなことに気を付ければいいか」を発言し、交通安」

。「 、全についての関心を高めていった 不審者なんてあまりいないと思っていたのに

危ない目に遭っている友だちがいたのでびっくりした。どうしたらいいんだろう」

「交通安全なんて面倒くさいと思っていたけど、友だちの話を聞いていたら怖くな

ってきた。これからは自転車の乗り方に気を付けよう」等の感想からも身の周りに

ある危険について目を向け、課題意識を高めた子どもの姿を見ることができた。

、「 、 」 、また 事故が多いところ 危ないところはどこだろう という課題に対しては

自分の経験や友だちの話から、事故に遭いそうな場所を答えとして予想できた。

関心や意欲は、教えて身に付くものではない。教師が個々の子どもの実態把握に

努め、それを全体に拡げていくことで、引き出していくものである。今回は、作文

によって安全に対する意識が低い子どもの実態を掴むことができた。そして、授業

の中でその実態を明らかにすることで 「私だけじゃなく、みんなもそんな経験が、

あるのか あそこは危ないと思っていたけど やっぱりそうだったのか 等の も」「 、 」 「

っと調べてみたい」という気持ちを引き出すことができた。

(3) 視点②にかかわる実践

ア 手だてと見えた子どもの姿

まず 「調べ学習の手引きⅠ」を使って、調べ方の手順や方法、解決のための手、

がかりを子どもたちと確認した。続いて、調べたい方法や調べるにあたって心配な

視点⑤

視点④
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ことを「調べ学習の手引きⅡ」に書かせ、子どもたちが知りたい情報を集めるうえ

で、一人ひとりに応じた指導の拠り所とした。子どもたちが調べ方として挙げてい

たのは、本や図鑑(６名)、インターネット(12名)、家の人に聞く(11名)、という方

法がほとんどであった。家の人以外にも話を聞きたい気持ちはあるが、聞きやすさ

や調べやすさを優先し、本やインターネット、家の人を選んでいるようであった。

大半の子どもは、校区内の危険な場所を調べるには、本やインターネットでは困

難であると気付いていた。それでも、本やインターネットを使って調べたいという

子どもについては 「事故が多い場所や危ない場所を調べれば、校区内の危険な場、

」 。 、所につながるヒントが見つかるかもしれない と助言した 実際に調べた子どもは

「交差点は気を付けよう 「ミラーをよく見ないといけない」と事故に対する注意」

を調べていた。この子は、調べた内容をヒントにできず、課題に対する答えにたど

り着けなかった。

交通指導の時に使う黄色い旗に書かれている「交通安全協会」の文字に気付いた

子どもがいた。そして、近くに住む知り合いの人を思い出し、インタビューしたい

と発言した。しかし 「自分にできるのだろうか」という不安からこの時は、イン、

タビューできなかった。この子には 「よく思いついたね。聞きに行けたらいい勉、

強になるね」と言葉を懸け励ました。第３時では交通安全協会の人を訪ねインタビ

ューできた。

イ 考察

２種類の調べ学習の手引きを使い、個別に指導したことによって自分なりの調べ

方に導けたと考える。しかし 「調べ学習の手引きⅡ」に記入された子どもの文章、

から子どもの思いが読み取れず、全ての子どもに十分な指導を行えなかった。授業

外での子どもとの会話や何気ない関わりの中においてもその機会を見つけていかな

ければならない。その機会の頻度は子どもと過ごす時間の長さではなく、子どもを

捉えようとする教師の熱意に比例すると考える。また、調べ方において、子どもた

ちが家の人以外にあまり聞きに行かなかった。この点については、コミュニケーシ

ョンにおいて苦手意識を持っている実態を的確に把握しなければならなかった。

「 、 、 。今回のこの問題だったら インターネットではなくて 聞く方法がいいと思う

どうしてかというと、校区の情報は多分載ってないと思うから」と考えた子どもが

いた。自分が調べたい情報を得るためには、課題に応じた調べ方を見つけられる力

が必要である。調べ方の手順や方法を知らせたからといって自分なりの調べ方は身

�資料１ 調べ学習の手引き Ⅱ資料２ 調べ学習の手引き
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に付くものではない 「その方法だったら○○さんに聞けばいい」のように情報収。

集の違いによる個々のよさを実感する経験が必要なのである。

(4) 視点③にかかわる実践

ア 手だてと見えた子どもの姿

自分の考えを整理するための手だてとして、ノート指導を行った。調べ学習ノー

トには、調べてわかった事実とその事実から感じたり思ったりしたことを区別して

記入させた。また、友だちの発言を聞いた時に、自分の経験を思い出して比べたり

関連づけたりして発言できるように、事前にノートをチェックし、どうしてその考

えに至ったかの理由を尋ねておいた。

「ＰＴＡが朝のあいさつ運動をしている」と調べていた子どもは、母親がＰＴＡ

の役員をしていた。活動の様子を話してもらおうと思い、事前にノートに「お母さ

んもあいさつ運動をしてくれているのでは？」と記入した。授業中友だちの「交通

安全を呼びかける看板にＰＴＡと書いていた。三栖小学校では育宝会と言う」の発

言に続いて、この子が 「 育宝会』って聞いたことがある。お母さんが『育宝会、『

の仕事』と言って、旗を持ってあいさつ運動に行ってた 『忙しいなあ』と言いな。

がら行ってた。私たちを守ってくれていたんだと思う」と発言した。この子どもの

、 、 。発言は ノートへ書いた一言がこの子の経験を呼び起こし 生まれたものであろう

登校指導をしている校長先生に話を聞いた子どもは 「君たちが危なくないかど、

うか見守っている」という校長先生の言葉を発

表した。しかし、大半の子どもたちは、登校の

様子を見守っている校長先生の気持ちにまで迫

れなかった。そこで 「朝出かける時に家の人、

はどんな言葉を懸けてくれますか」と発問し、

類似した経験の掘り起こしを図った 「車に気。

を付けて 「寄り道しないで 「横に広がらない」 」

で」と発言が続き、家の人は、自分たちの安全

を願って一声懸けてくれていることや見守って

くれていることに気が付いたようであった。

イ 考察

「 『 』 」育宝会の人は私たちのことを 宝 と思ってくれていると知ってうれしかった

「お母さんがいつも行ってらっしゃいと見送ってくれるのは、私たちに気を付けさ

せるためだ 「たくさんの人が守ってくれているんだから、私たちも気を付けなけ」

れば」と考えた子どもたちは、友だちとの話し合いによって新しい考えを持てたよ

うである。

ノート指導による助言は、発言に消極的な子どもには有効であった。指導者が子

どもの調べた内容を分析することによって、その子を生かす場面を見つけ、目標に

迫る話し合いの材料にできたからである。

一方、意欲的な子どもたちはノートに書いていなくても発言しようとする。しか

し、その内容は思いつきや根拠のない考えであることが多い。聞き手を意識した発

、 。 、言でないため 充実した話し合い活動になりにくいのである 今回のノート指導は

発言内容をわかりやすくまとめるという点では有効であったが 「ノートに書いて、

いないと発言できないのでは」という意識を与えてしまったのは、反省点である。

新しい考えが生まれるよりよいかかわり合いのためには、思いつきの発言やつぶ

やきも大事にしながらノート指導を続けること。さらに、書き方や発言の仕方を習

慣づけていくことが大切である。また、校長先生の気持ちに迫る指導からは、類似

した経験の掘り起こしと子どもの意見を関連させていくための発問が有効であると

感じた。

(5) 視点④にかかわる実践

ア 手だてと見えた子どもの姿

写真１ 調べたことを交流する様子
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学習したことを生かす場として、地域の安全を守るために自分たちができること

を話し合わせた。自分たちの安全は地域の様々な人々によって守られていることを

学んだ子どもたちは、交通ルールやマナーを守ること、ポスターや新聞をつくって

安全を呼びかけること、安全マップをつくってみんなに役立ててもらうことを考え

た。実際に子どもたちが取り組んだ内容は次の通りである。

・ポスター（10名）

「 」ポスターを見た人に あぶない

と気付いてもらうため、交通事故

や不審者に注意するための標語を

書いている。

・新聞（１名）

運転者に注意を促すための発光

塗料に興味を持ち、道路標識につ

いて調べ 「標識新聞」としてま、

とめた 「たくさんの標識にはそ。

れぞれ意味があり、それを知るこ

とで交通事故を防げる。この新聞

を見て標識の意味をわかってもら

いたい」と自分の考えを書いている。

・安全マップ（５グループ19名）

住んでいる地区ごとに５つのグループに分かれ

て、安全マップを作った。地図上に「不審者に注意

する所 事故が多そうな所 きしゅう君の家 カ」「 」「 」「

ーブミラー・標識のある所」を色分けしたシールで

示している。

不十分な点については現地を調査したり、地域の

人に聞き取ったりした。きしゅう君の家が少ない場

所を発見し、その理由を考え、注意しなければいけ

ないことにも気付いている。住宅を示すことで人気が少ない場所を確認し、不審者

に気を付ける場所としている。

イ 考察

授業後に次のような感想があった 「事故や事件が起こりそうなところが多いけ。

ど、きしゅう君の家もたくさんありました。ぼくは自転車に乗る時、ヘルメットを

付けることを誓います。そして、人通りが多い通学路を通ります。これがぼくので

きることだ」この学習によって、事故や事件がたくさん起こっていることを知り、

危険から自分たちを守ってくれている存在に気付いている 「誓う」という言葉か。

らは、大人の注意や講話だけでは身に付きにくい実践的態度につながる姿も期待で

きそうである。

また 「地図、ポスターを学校に掲示したいです。みんなに知ってもらって、三、

栖小学校の全員が事故に遭わないようにして欲しいです 「地図、ポスター、新聞」

をコミュニティーセンターに掲示してもらって、他の人が見てくれたらいいと思い

ます。私はみんなの地図を見て、不審者がいそうな所を通らないようにしたいし、

もし不審者に出会ったら、覚えておいたきしゅう君の家へ逃げ込みたいです」と、

自分たちが学習したことを低学年や、地域の人に知らせることで、安全を呼びかけ

ようとする態度も育ってきた。自分たちの安全を守ってくれる人々への理解が感謝

となり、自分自身の安全を守ることでそれに応えようとしているのである。また、

自分たちが学習したことを周りの人々に知らせることによって学習したことの価値

を高めていることもわかった。この経験が地域に目を向けるきっかけとなり、地域

社会の一員として自覚をもった子どもに育つひとつのきっかけになることを願って

いる。

資料４ 標識新聞資料３ 交通安全ポスター

資料５ 中三栖・旧道安全マップ
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(6) 視点⑤にかかわる実践

ア 手だてと分析

子ども自身が自分の学習活動をふり返り、修正し、学んだことを次の学習に生か

していくことで、子どもの意識に沿った学習過程としたい。そのための手だてとし

て学習の終了時に「ふり返りカード」による自己評価活動を適宜行った。

「写真から見つけたことを発表するとき、始めはわからなかったけどみんながお

手本みたいになってくれたので、ぼくもできた。いっぱい言えて自分でもすごいな

あと思った」と書いた子どもがいた。この記述からは、自分が気付かなかったこと

に気付いている友だちを評価し、そのおかげで自分も同じように学習できたことを

喜んでいる姿が見える。そして、友だちから学ぶことができた自分自身を評価して

いることがわかる。

交番を訪ね、警察官に話を聞いてきた子どもがいた。他の子どもたちに新しい調

べ方の一つとして紹介した 「家で聞いて調べてくるのに、○○さんはお巡りさん。

に聞いていたのでびっくりしました。私は最初、人にあんまり聞きたくないと思っ

ていたけど、みんなの意見を聞いて 『私もいろいろな人に聞いてみたいなあ』と、

思いました 「聞きに行くのは緊張するけど 『聞くって大事だなあ』と思った。」 、

今度調べるときは勇気を出して聞きに行きたい」という記述からも、自分自身のふ

り返りの中で、友だちの様子から調べ方を修正し、次の学習に生かそうとする子ど

もの姿を見ることができる。次の授業では、友だちと交番を訪ねた子どもや警察に

勤める人に話を聞きに行った子どもがいた。また、家の人に教えてもらった危ない

所を安全に配慮しながら確かめに行った子どもも増えていた。

イ 考察

お互いを認め合える雰囲気が学級内にあれば 「ふり返りカード」の内容を教師、

が紹介し、それぞれの子どもの調べ方や学び方のそのよさを伝えることで、そこか

ら具体的に調べる方法を学ぶことができる。

子どもを評価することは、子どもをどう捉えるかである。指導者が子どもを捉え

ようとする意識を高めたとき 「ふり返りカード」に表現されている子どもの姿が、

より深く見えてくるであろう。

５ 研究のまとめ

本研究では、単元の全ての時間において、様々な方法で子どもの姿を捉えるととも

に、話し合い活動による交流と調べ活動を繰り返し行える学習過程を考え、授業を行

ってきた。図２は、検証授業第６時における学習過程と子どもの意識の流れを合わせ

て示したものである。ここでの学習過程において見られた子どもの姿を紹介すること

で、研究のまとめとしたい。

「自分たちの安全を守ってくれる人々」について学習したある子どもの姿である。

「きしゅう君の家」について調べてきたその子は 「いつも家に誰かいるはずだ。家、

族の多い家に違いない。でないと、何かあったら困るし、私が知っているところはそ

うだから」と自分の考えに自信を持って発表した。ところが、友だちから「私が訪ね

た時は誰もいないことがあった 「一人暮らしの家もきしゅう君の家になっていた」」

等自分が知らなかった事実や自分の考えとは違う考えを知らされた。それは、その子

にとって今まで絶対的であった考えが揺らぐ瞬間であった。そこから、その子にとっ

ての本当の追究が始まった。そして 「一人暮らしのきしゅう君の家の人は、買い物、

にも行けないのか。そんなことはない。私たちがよく通る時間には家にいるようにし

てくれるはずだ」という切実な課題が生まれてきた。その子は、自分の考えを確かな

ものにするために調べ直しを行った。そして 「私たちがよく通る時間には家にいて、

くれている」という家の人の心遣いに気付くことになる。もう一度友だちと話し合う

時、その子には、自分とは違う考えも視野に入れた自分なりの新しい考えが生まれて

いたのである。この子どもの姿こそ、他者とかかわり合うことによって自分なりの考

えを深めた姿、調べて考える力を高めた子どもの姿なのである。



- -50

子どもの意識に沿った学習過程には、子どもたち一人ひとりが自らの経験を思い出

し、話し合える機会がなくてはならない。そのためには、あらゆる方法を使って、常

に子どもの姿を捉え、次の指導に生かしていくことの繰り返しが必要である。本研究

においては、常に子どもの姿を捉えようと、授業改善の視点を明らかにし、授業実践

してきた。それでも、子どもの姿を捉えきることはできなかった。しかし、子どもの

、 、姿を捉え直し 子どもの意識に沿った学習過程をつくろうとする熱意と努力があれば

調べて考える力を高める社会科学習が実現できることを確信した。検証授業を行った

三栖小学校４年１組の子どもたちからはたくさんのことを学んだ。今後も「子どもか

ら学ぶ」姿勢を忘れずに、学習指導のあり方について研究を深めていきたい。
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図２ 子どもの意識に沿った学習過程




