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はじめに

　2017 年３月に、文部科学省より次期学習指導要領（以下「新学習指導要領」という）が示

されました。この度の改訂は、現行学習指導要領の目指す方向性を踏襲しながらも、新しい理

念である「資質・能力の育成」を前面に打ち出した大幅な改訂であると言えます。

　一方、この改訂を受けて立つ学校現場では、改善の趣旨と具体的事項の理解、年間指導計画

の見直し・改善が急務となります。とりわけ社会科では、内容の改善に伴う新単元・新教材の

開発を行う必要があります。

　それらを念頭におき、ここでは、まず社会科改善の方向性を確認します。次に、その方向性

を踏まえ、社会科資料集を上手に使いこなす“３つのステップ”を提案していきます。

Ⅰ．社会科改善の方向性

（１）問題解決的な学習を通した「資質・能力」の育成

　新学習指導要領では、社会科の目標、各学年の目標・内容のすべてについて、①「知識・技

能」②「思考力・判断力・表現力等」③「学びに向かう力・人間性等」の３つの具体目標が示

されています。それらが、社会科で育む「資質・能力」です。

　また、それらの「資質・能力」については、問題解決的な学習を通して育成を目指すこと、

その際、社会科固有の「見方・考え方」を働かせるようにすることを求めています。

　つまり、「社会的な見方・考え方」を働かせた「問題解決的な学習」により、「資質・能力」

の育成を目指すことが社会科改訂の骨子であり、これからの社会科授業改善の方向性であると

言えます。

　ところで、上記のうち、日々の社会科授業づくりを大きく左右するのは内容の示し方です。

新学習指導要領では、次の通り、内容の示し方が現行と比べて大きく改められているのです。

【現行学習指導要領】

　[ Ａ ] について、次のこと

を [ Ｂ ] して調べ、[ Ｃ ] を

考えるようにする。

　　ア　[Ｄ ]

　　イ　[Ｄ ]

※　Ａ＝学習のテーマ

　　Ｂ＝学習の仕方

　　Ｃ＝考えさせること

　　Ｄ＝調べる具体的な対象

【新学習指導要領】

　[ Ａ ] について、学習の問題を追究・解決する活動を通して、次の事項

を身に付けることができるよう指導する。

　ア　次のような知識や技能を身に付けること。

　　( ｱ )　[ Ｂ ] を理解すること。

　　( ｲ )　[ Ｃ ] などで調べて、[Ｄ ]などにまとめること。

　イ　次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。

　　( ｱ )　[ Ｘ、Ｙ、Ｚ ] などに着目して、[ Ｅ ] を捉え、[ Ｆ ] を考え、

表現すること。

※　Ａ＝学習のテーマ　　　Ｂ＝知識（理解させたい事柄）

　　Ｃ＝調べる技能　　　　Ｄ＝調べたことのまとめ方の技能

　　Ｅ＝調べる活動を通して捉えさせたい事実（考えるもとになる情報）

　　Ｆ＝考えさせること　　Ｘ、Ｙ、Ｚ＝調べる視点（着眼点）
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（２）社会的事象の見方・考え方と「調べて・考える」社会科

　現行と新学習指導要領の内容の示し方を比べてみると、その違いは一目瞭然です。

　現行では、その内容について、「何を」「どのような方法で」調べ、「何を」考えさせるのか

が示されています。一方新学習指導要領では、現行で示されている事柄に加え、学習問題を追

究・解決する活動を通すこと、その際、「何に着目して」調べ、「どのような事実（情報）」を

捉えるのか、その事実（情報）を基に「何を、どのように考えるのか」までもが詳しく示され

ています。

　このように、新学習指導要領では、学習の問題を追究・解決する過程で、「何に着目して」調べ、

「どのように」考えるのか、すなわち、社会的事象等を見たり考えたりする視点や方法が具体

的に示されているのです。

　これが、冒頭でも触れた、「社会的な見方・考え方（小学校では“社会的事象の見方・考え方”

という固有の表現が用いられている）」を働かせた「問題解決的な学習」です。

　なお、この「社会的事象の見方・考え方」について、新学習指導要領では、次のような意味

が付与されています。

　これからの授業づくりにおいては、どのような「問い」と「資料」を用いて、この「社会的

事象の見方・考え方」を具現化していくのかが大きなポイントになります。

（３）“主体的・対話的で深い学び”の実現を目指す「問題解決的な学習の充実」

　新学習指導要領では、問題解決的な学習の充実を通して、主体的・対話的で深い学びの実現

を目指すことを求めています。「資質・能力」の育成を図るためです。

　ところで社会科は、学習の主体である子どもが自ら問いを見出し、ともに学び合う仲間と対

話するなどの“社会的なかかわり合い”を通して探究し合う教科です。この社会科本来の学び

の姿こそが、「主体的・対話的な学び」であると言えます。

　その実現に向け、実際の授業では、子ども一人ひとりが学習の対象に興味・関心や問題意識

をもつこと、その上で自ら問いを見出し、予想や学習計画、追究の方法などを考え吟味し合う

ことなどの学習を工夫して、問題解決の見通しをもつようにすることが大切です。

　また、「深い学び」の実現を目指し、位置や空間的な広がり、時期や時間の経過、事象や人々

の相互関係に着目し、捉えた事実（情報）を比較・分類し特色を考えたり、相互の関連、意味

などを考えたりするなど、“社会的事象の見方・考え方を働かせて問題を追究・解決する学習”

や、自らの学びを振り返り、学んだことの意味を問い直したり新たな問いを見出したりして、“学

習したことを実社会・実生活に生かす学習”に力を入れることが大切です。

　新学習指導要領では、そうした社会科本来の学びに加え、さらに「深い学び」として、社会

に見られる課題を把握しその解決に向け、社会における生活の仕方や行動、今後社会が向かう

べき方向性などについて考えたり選択・判断したりするなど、“社会に見られる課題を把握し、

選択・判断する学習”が、新たに求められています。よりよい社会の形成者（主権者）に求め

られる資質・能力を育成するためです。

「社会的事象の見方・考え方」とは、社会的事象を①位置や空間的な広がり、②時期

や時間の経過、③事象や人々の相互関係などに着目して捉え、比較・分類したり総

合したり、地域の人々や国民の生活と関連付けたりすること
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Ⅱ．社会科資料集を上手に使いこなす“３つのステップ”

　各社の社会科資料集を比較してみると、いずれも、子どもたちを惹きつけるワイドで魅力的

なイラスト、写真、タイムリーな情報などが満載されています。これを手にした瞬間、子ども

たちは、目をキラキラさせて頁をめくっていきます。

　その一方で、社会科資料集をどのように活用すればいいのかという迷いや悩みを抱えている

先生方も数多く見受けられます。それはなぜかと言えば、教科書があるからです。教科書と併

せて資料集を上手に使いこなすこと。それは簡単なようで、意外と難しいのです。

　でも、悩むことはありません。主たる教材は教科書です。これと併せて資料集を使いこなし、

社会科の「資質・能力」を育てていけばいいのです。

　それでは、資料集をうまく使いこなすにはどうすればいいのか。その答えは教科書と資料集

それぞれの役割やよさを生かしながら問題解決的な学習の充実を図ることです。具体的には、

まず教科書をベースにして問題解決的な学習の展開を考えます。次に、学習問題を見つける、

学習問題を追究するなどの各プロセスで、手持ちの資料集が効果を発揮する場面を探します。

その上で、上手な活用の仕方を考えていけばいいのです。以下、その具体的な配慮事項や活用

のアイディアを３つのステップに整理して述べていきます。

ステップ１ “子どもが資料集に慣れ親しむ” 機会を意識的に
4 4 4 4

設ける

　近頃、アクティブ・ラーニングという言葉が注目を集めています。新学習指導要領では、そ

の意味を正しく伝えるために、“主体

的・対話的で深い学び”という表現を

意図的に用いています。

　ところで、社会科は発足当時から、

主体的で対話的な学びを目指してきた

ことについては、既に触れました。そ

うした社会科本来の学びが日常的に繰

り広げられている学級には、ひとつの

共通点があります。それは、子どもた

ちが教科書や地図帳、そして社会科資

料集等を自由自在に使いこなしている

ことです。教科書や地図帳はもとより

資料集にも子どもが慣れ親しんでいる

のです。

　そうした子どもたちの学びの姿を実

現していくには、もちろんさまざまな

指導の手立てが必要です。その第一歩

は、教科書や地図帳、資料集を開く機

会を増やすことです。別の言い方をす

れば、そうした機会を意図的に設ける

ことです。

　それでは、資料集の場合、それを開

く機会をどのように設けることができ
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るのでしょうか。答えは簡単です。まず、資料集を配る時点で、目次やその使い方の頁、付録

などについて、大まかに目を通す時間や機会を設けることです。

　「社会科の時数には限りがある。

そんな時間の余裕はない。」そんな

お叱りの声も聞こえてきそうです

が、朝学習や宿題でもＯＫです。

　次の一歩は、社会科の授業時に、

『教師の指示があるまでは、資料集

を開いてはいけない』というルール

を作らないことです。むしろその逆

のルール、すなわち、『気になるこ

とがあれば、いつでも資料集を開こ

う』というメッセージを日頃から子

どもたちに送ること。それが、資料

集に慣れ親しむポイントです。

　最後の一歩は、資料集を活用した

家庭学習、例えば、付録の歴史人

物シール、作業帳等を使って復習を

行うことを宿題にしたり、資料集を

使った予習・復習を自由勉強として

奨励したりするなど、家庭での学習

における活用を図ることです。

　このように、社会科資料集の配付

時、朝学習や宿題・家庭学習など適

切な時期やさまざまな機会を設けて

“子どもが資料集に慣れ親しむ”ようにすることが、資料集を上手に使いこなす第１のステッ

プです。

ステップ２ 資料集の編集上の特色（よさ）を把握し、その生かし方を考える

　資料集を上手に使いこなす第２のステップは、手持ちの資料集がどんなところに力を入れて

編集されたものであるのかを、事前に自分の目で読み解くことです。

　各社の資料集には、編集の力の入れどころに微妙な違いが見られ、それぞれ違った特色（よ

さ）があります。それは、例えば、次に挙げるような観点から見た違いです。

　○どの単元のどのような学習場面にワイドの折り込み頁を採用しているのか。

　○資料の読み取り方を示唆する吹き出しなどが、資料のどの位置に置かれているのか。

　○まとめのコーナーは説明型か記述型か。

　○作業的な学習をどの程度盛り込んでいるのか。

　○デジタル教材などＩＣＴ活用に積極的に対応し得るものか。

　○どの単元のどの話題に対して、タイムリーな情報を盛り込んでいるのか。
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　これらは、いずれも問題解決的な学習を充実させ、主体的・対話的で深い学びを実現するね

らいで、各社が教科書との差別化を意識し、独自に知恵を絞りだした企画であり特色です。そ

れらを日々の社会科授業やその他の場面で、どのように活用すればよいのか。それを考えるこ

とが、資料集を上手に使いこなすための第２のステップです。

ステップ３ 問題解決の過程に位置付け、効果的な活用の仕方を考え・チャレンジする

　資料集を上手に使いこなす第３のステップは、“問題解決的な学習の充実”を常に心がけ、

問題解決のどの過程で、どのように資料集を活用していくのか、その“自分流のアイディア”

をいくつかひねり出し、実際にチャレンジしてみることです。

　以下、そのヒントとなる使い方を紹介します。

■単元の導入①：学習の対象に興味・関心をもち、問題意識を醸成する学習場面

　問題解決的な学習では、単元の導入を工夫することが特に重要です。学習の対象との出会い

を演出し、興味・関心を高めるとともに、驚きや素朴な疑問を引き出し、問題意識を醸成して

いくのです。この場面こそ、資料集の出番です。

　例えば、歴史学習への導入に向けて、各社が巻頭に独自の特集を組み、子どもを歴史の世界

へと誘うさまざまな工夫をしています。世界文化遺産の旅、明治日本の産業革命遺産、今もく

らしに生きる昔の国名、子どもの遊びやトイレの様子なども盛り込んだくらしの移り変わり、

縄文から現代までを一筆書きでたどっていく歴史迷路など、いずれも魅力的です。そのなかで、

ここでは「京都と東京の歴史マップ」を紹介します。
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　国土と産業の学習、歴史学習などの導入では、子どもにインパクトを与え、興味・関心、驚

きや疑問などを引き出す資料が有効です。このワイドな資料提示にも各社が力を入れ、教科書

との差別化を図っています。ここでは、観音開きや折り込みを上手く生かして編集している例

として、「平安貴族ＶＳ鎌倉武士」を紹介します。

■単元の導入②：学習問題を見出し、予想や学習計画、追究の方法を考えるなど、問題解決の

見通しをもたせる場面

　問題解決的な学習では、学習対象への驚きや疑問をきっかけとして、個々の子どもが素朴な

問いをもつように教師が働きかけ、その問いを解き明かすために丹念な事実認識を積み重ねて

いきます。その過程で単元のねらいへと向かう本質的な問い、すなわち学習問題を見出すこと
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ができるように子どもたちを導いていくのです。さらに、学習問題に対する予想を立て、何を

どのような方法で調べていけばいいのかを考えるなど、問題解決の見通しをもつようにする指

導が大切です。

　とりわけ５・６年生では、学習問題を追究するために必要な資料を見つけたり、選択したり

するなど、資料を収集・選択する力を育てていくことが求められます。

　そうした指導を充実させていくには、教科書だけでなく資料集の資料も含めて、そのなかか

ら子どもが資料を収集・選択できるようにしていくことが大切です。

　その際、資料集によっては、そこで掲載している資料に加え、自社でコンテンツを整えたり、

インターネットで資料を探すことができるように検索の仕方を示したりするなど、さまざまな

手立てを講じているものもあります。その一例をご紹介します。

■単元の展開：学習問題を追究していく学習場面

　学習問題を追究する学習場面では、まず、問題解決の見通しを立てる場面で計画した調べ方

や資料で調べていきます。自力で学習問題を追究する力を育てていくのです。これが、社会科

における主体的な学びのひとつの姿です。そうした子どもの主体的な追究の過程では、ある事

実を調べる過程で新たな問いが生まれてきます。この関連的な問いについても、子どもが自ら

の力で調べることができるようにしたいものです。

　このような関連的な問いの追究に威力を発揮するのが資料集です。それぞれの資料集には、

関連するホームページにアクセスする方法や自社が開発したデータベースにアクセスする方法

など、資料集から飛び出してさまざまな情報を入手するきめ細かな配慮がなされているのです。

その一例をご紹介します。
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　なお、問題解決的な学習では、調べて得

た事実（情報）を基に、特色や相互の関連、

役割や働きなどの意味について考え合う学

習が大切です。これについては紙幅の関係

で割愛します。

■単元のまとめ：学習問題についてまとめた

り、学んだことを活用したりする学習場面

　学習問題についてまとめる場面では、さ

まざまな表現活動により、言語活動の充実

を図ることが大切です。この学習問題に対

するまとめ方について、多くの資料集では

文章によるまとめ例を示す形が採られてい

ます。どの子どもにも、学習内容の理解・

定着を図るためです。

　その一方で、まとめの文章のキーワード

を空欄にしてその言葉を記述させるタイプ、

まとめの例示に付随して自分の言葉で表現

する活動を示唆しているタイプなど、子ど

もが言葉や文章を記述してまとめる活動な

どの工夫も見られます。

　いずれのタイプの資料集を使ったとしても、学習のまとめについて、最後は個々の子どもが

自分の言葉でまとめていくことが大切です。その際、子どもが“楽しく表現する活動”を工夫

したいものです。その一例をご紹介します。
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　なお、これからの社会科においては、学習問題に対するまとめに加えて、“問題解決の過程

を大きく振り返る学習”や“学んだことを活用して、社会に見られる課題を把握しその解決に

向け、社会における生活の仕方や行動、今後社会が向かうべき方向性などについて考えたり選

択・判断したりする学習”が、新たに求められてきます。

　これらのうち、後者については、社会科資料集を大いに活用したいものです。それはなぜか

と言えば、教科書と異なり、資料集は時事的な問題をタイムリーに掲載しているからです。

　それでは、結びにかえて ･･･

　“社会科資料集を自由自在に使いこなして、新学習指導要領の改善の趣旨を

先取りした授業づくりにチャレンジしてみませんか！！”


