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第５学年 社会科学習指導案

１ 校内研修 社会科研究内容

《基礎的な知識・技能の定着にむけて》

～資料を読み取ったり活用したりして，

主体的に観察・調査する力，調べてわかったことを表現する力の育成～

２ 単元名 「水産業のさかんな地域をたずねて」

３ 研究内容について

（１）児童の実態を把握する

（２）授業の工夫・改善について

児童の実態から次のような授業の工夫・改善を試みたい。

①重要語句の定着を図る

②資料を読み取る力を育てる

③重要語句を用いて表現できる

①について

児童が知らない、または児童にとって難しいと思われる語句をすぐに調べられるように

辞書を持たせ、授業を進める。教師からの一方的な教え込みではなく、辞書や資料集を用

いて調べることで、身につけさせていきたい。

②について

グラフや写真などの資料を積極的に提示したり、ワークシートに載せたりすることで、

数多くの資料に触れる機会を増やす。また、複数の資料を読み取らせたり、複数の資料に

ついて話し合わせたりすることで、多角的に読み取ることができる点に気付かせ、意欲を

持たせていきたい。

③について

児童の実態で、「読み取ったことをまとめ、表現するまで至っていない」事を前述した

が、本単元では「重要語句を用いて表現できる」ことをねらいとする。「まとめて表現す

る」の前段階として考えたい。また、①にも関連するが、重要語句を用いることにより、

習得を目指すものでもある。

４ 単元の構想

（１）単元の目標

○ 我が国の水産業の様子、特に、とる漁業や育てる漁業に関心をもち、地図やその他の資

料を活用したりして意欲的に調べ、考えながら追究しようとする。

○ 学習計画に沿って調べ学習を進め、沿岸・沖合・遠洋での漁業や育てる漁業それぞれの

特色や、漁業に従事する人々の工夫や努力について考えることができる。

○ インターネットや地図その他の資料を活用したりして、日本の水産物の水あげ量と輸入

量、とる漁業や育てる漁業の工夫などを調べ、ノートにまとめることができる。
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○水産物の国内の水あげ量は減り輸入量が増えていること、水産業に従事している人々は、

とる漁業や育てる漁業に工夫や努力を重ねていることなどを理解することができる。

（２）単元指導計画（全７時間）

【とる漁業にはげむ人々】５時間

《ねらい》

さんまをとる仕事について調べ，海で働く人たちの工夫や努力，悩みをとらえるとともに，魚を運ぶ

運輸などのはたらきに気づくことができるようにする。

学習活動

○ 水産業がさかんな地域の様子を調べ，その条件について考える。

○ さんま漁やさんまの出荷に携わる人々の工夫や努力，それに関わる費用やさんまの価格の決まり方

について調べる。

○ 漁業に携わる人々の悩みや願い，日本の水産業の問題について調べる。

○ さんまが自分たちのもとに届くまでの様子を調べ，産地と消費者を結ぶ運輸や交通網のはたらきに

ついて考える。

評 価

社会事象への関心・ 社会的な思考・判断 観察・資料活用の技 社会的事象について

意欲・態度 能・表現 の知識・理解

Ｂ：自分の食べている水 Ｂ：水産業がさかんな地 Ｂ：グラフから，漁業の Ｂ：さんま漁やさんまの

産物が，どこで，どのよ 域と，海流との関わりに 生産量や働く人の数の変 出荷に携わる人々の仕事

うにしてとられているの ついて考えることができ 化などを読み取ることが の様子と，その工夫や努

か関心をもって調べよう る。 できる。 力がわかる。

とする。 Ａ：水産業がさかんな地 Ａ：漁業の生産量や働く Ａ：さんまが食卓に届く

Ａ：水産物が食卓に届く 域について，海流や地形 人の数の変化を示すグラ までに関わる仕事の様子

まで，どのような人々が の条件と関わらせて考え フから，日本の水産業の や，人々の工夫・努力，

関わっているか関心をも ることができる。 問題を読み取ることがで 思いがわかる。

って調べようとする。 きる。

支援：ふだんよく食べて 支援：暖流魚と寒流魚の 支援：教科書ｐ22の「学 支援：働く人の話をもと

いる水産物の名前や姿を 仲間分けから，海流と漁 びのてびき」についてふ に，それぞれの仕事の苦

書かせる。 港の分布との関係を考え り返らせる。 労や気をつけていること

させる。 などをとらえさせる。

Ｂ：漁業の生産量が年々 Ｂ：写真や地図から，さ Ｂ：食料生産と自分たち

減り続けているわけを考 んまが自分たちのもとに の消費生活が，運輸ある

え，具体的に指摘できる。届くまでの道のりや輸送 いはそれに関わる仕事や

方法，輸送費用とさんま 交通網に支えられている

の価格の決り方，輸送の ことがわかる。

ための交通網，を読み取

ることができる。

Ａ：漁業の生産量が年々 Ａ：さんまが自分たちの Ａ：食料の生産と輸送な

減り続けているわけを， もとに届くまでの道のり どの仕事の関わりや，産

漁業に携わる人々の悩み や輸送方法，輸送費用と 地と消費地をつなぐ交通

や願いと関わらせて考え さんまの価格の決り方， 網の役割がわかる。

ることができる。 輸送のための交通網につ

いて，写真と地図を関連

づけながら読み取ること



- 3 -

ができる。

支援：「とる物・とる場 支援：写真で時間の流れ 支援：「本島さんがとっ

所・とる人」のそれぞれ をおさえてから，地図で たさんま」のゆくえを具

から考えさせる。 道のりをたどらせる。 体的に追いかけさせる。

【育てる漁業にはげむ人々】２時間

《ねらい》

養殖漁業や栽培漁業の仕事について調べ，自然環境との深い関わりや，働く人たちの工夫・努力をとらえると

ともに，水産資源や環境を守りながら漁業を進めていくことの大切さに気づくことができるようにする。

学習活動

○ わかめやこんぶ，さけを育てる仕事の様子を調べ，自然環境との関わりについて考える。

○ 水産資源を守り育てるための人々の工夫や努力，問題について調べ，これからの水産業について考える。

評 価

社会事象への 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

関心・意欲・態度 技能・表現 知識・理解

Ｂ：育てる漁業に関心を Ｂ：養殖漁業や栽培漁業 Ｂ：写真や図解から，わ Ｂ：水産資源を守り育て

もち，わかめ・こんぶの で働く人たちの思いに気 かめやこんぶ，さけを育 る養殖漁業・栽培漁業の

養殖漁業やさけの栽培漁 づき，環境を守る活動に てる仕事の様子を具体的 工夫や，その抱える問題

業の仕事について調べよ 取り組んでいるわけを考 に読み取ることができ がわかる。

うとする。 えることができる。 る。

Ａ：養殖漁業や栽培漁業 Ａ：養殖漁業や栽培漁業 Ａ：写真や図解から，わ Ａ：水産資源を守り育て

がさかんな地域の様子 で働く人たちの思いに気 かめやこんぶ，さけを育 る養殖漁業・栽培漁業の

や，働く人たちの仕事の づき，水産資源やその生 てる仕事の様子と，自然 工夫や問題とともに，環

様子について意欲的に調 育する環境を守っていく 環境との関わりを結びつ 境を守りながら計画的に

べようとする。 ためにどうすればよいか けて読み取ることができ とっていく漁業の大切さ

を考えることができる。 る。 がわかる。

支援：養殖漁業の施設や 支援：大森さんやふ化場 支援：教科書の資料を拡 支援：教科書ｐ37の本島

栽培漁業の作業などの様 の人の話を読み深めなが 大提示して，その意味や さんの話をふり返らせ

子を，写真やビデオで視 ら，環境を守る活動に取 過程をつかませる。 る。

覚的につかませる。 り組む思いに共感させ

る。

５ 本時の学習（４／７）

（１）本時のねらい

生産量の変化を示したグラフを読み取る活動を通して，２００海里水域の漁業制限や水産資源

の減少，北方領土の問題や高齢化など，とる漁業の問題点をとらえることができる。

（２）展開

段階 学 習 活 動 ・留意点 ◇個に応じた指導

※評価

１ グラフの提示 ・漁業別生産量の変化を示した

導 ○このグラフからどんなことが読み取れるでしょう。 グラフを提示する。

入 ・全体的に生産量が減っている。

・遠洋漁業は，１９７３年ぐらいから生産量が減っている。・遠洋漁業，沖合漁業，沿岸漁

・沖合漁業は，１９８８年ぐらいから生産量が減っている。 業，養殖漁業の用語を調べさ
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・沿岸漁業の生産量は少し減っている。 せる。

・養殖漁業は増えている。

２ 学習課題の提示

とる漁業の生産量がへっている原因を調べよう。

３ 考える

○どんなことが原因なのか予想してみよう。

・魚がいなくなったのではないか。

・働く人が減ってきたから。

・日本人が魚を食べなくなった。

展

４ 調べる

○資料集や教科書で生産量が減った原因を調べよう。 ◇最初から４つの原因が記載さ

【２００海里水域】 れているワークシートを渡し，

・２００海里水域が定められて，漁が制限されたから。 まとめさせる。

・外国の海岸から３７０ｋｍまでは，日本の船は漁業がで

開 きないからだ。

↓

遠洋漁業の生産量がへった原因

【水産資源の減少】

・水産資源が減ったから。

・いわしは４５０万トンから３万トンまで漁獲量が減って

いる。

↓

沖合漁業の生産量が減った原因

【北方領土】

・本当は日本の島なのにロシアが占領している。

・自由に漁ができない。

・お金を払って漁をしている。

↓

北方領土問題

【漁業で働く人の数の変化】

・働く人が年々減っている。

・５９歳以下の人数が減って，６０歳以上の人数が増えて

いる。

↓

働く人の数が減っている・高齢化

５ まとめる

○「２００海里水域」「水産資源」「北方領土」「水産業で働

く人の数」をキーワードにしてまとめよう。

終 ① とる漁業の生産量がへったのは，遠洋漁業が２００海里水域で制限され，沖合漁業で

は，水産資源が減少したからです。

末 ② 北方領土の問題や水産業で働く人の数が減ったり，高齢化が進んだりしているのも原

因です。
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※生産量の減少は，２００海里

○生産量が減っても本島さんが漁業をがんばるのはなぜでし 水域の制限や水産資源の減少，

ょう。教科書のＰ４１「本島さんの話」を聞きましょう。 北方領土の問題や高齢化が原因

であることをとらえることがで

きたか。

（ノート・ワークシートから）

（３）評価

①具体の評価：Ｂ

生産量の減少は，２００海里水域の制限や水産資源の減少，北方領土の問題や高齢化が原因で

あることをとらえることができたか。

②具体の評価：Ａ

生産量の減少は，２００海里水域の制限や水産資源の減少，北方領土の問題や高齢化が原因で

あることをとらえ，自分でまとめることができたか。

③Ｃへの支援

「２００海里水域」「水産資源」「北方領土」「水産業で働く人の数」の４項目が示されている

ワークシートを渡し，まとめさせる。

（提示資料）


