
第３学年 社会科 学習指導案 

 

 

 

 

１ 単元名  中央区の様子のうつりかわり 

 

２ 単元の目標 

 〇中央区の様子の移り変わりについて、交通、公共施設、土地利用、人口、生活の道具などの、時期による

違いに着目して調査し、年表などにまとめ、それらの変化を考え、表現することを通して、区や人々の生

活の様子は、時間の経過の伴って移り変わってきたことを理解する。 

 〇中央区の様子の移り変わりについて、学習問題を主体的に調べ解決しようとするとともに、地域社会に対

する誇りと愛情、地域社会の一員としての自覚を養う。 

 

３ 単元の評価規準 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態度 

①駅や道路などの交通網、公共施

設、土地利用、人口、生活の道具

などを基に、中央区や人々の生

活の様子が時間の経過に伴い、

移り変わってきたことを理解し

ている。 

②中央区の様子の移り変わりにつ

いて、聞き取り調査をしたり、

地図や資料で調べたりして、年

表などにまとめている。 

①交通や公共施設、土地利用、人

口、生活の道具などの時期によ

る違いから問いを見出し、それ

らを関連付け、中央区や人々の

生活の様子の変化に結び付けな

がら表現している。 

②区の国際化、子育て世代の増加

等についての課題を把握し、区

の将来の姿について考え、表現

している。 

①区の様子の移り変わりについ

て、問題解決の見通しをもって

主体的に学習問題を追究・解決

しようとしている。 

②区の将来の姿について進んで話

し合い、区の発展について考え

ようとしている。 

 

４ 単元について 

（１）学習指導要領解説より 

    本単元は、小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説 社会編 第３学年の内容（４）に基づいて

設定した。本単元について、学習指導要領解説では以下のように記載されている。 

日 時：令和３年１２月１０日 

学 級：第３学年２組（３４名） 

指導者：郡 飛尭  

(4) 市の様子の移り変わりについて、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に指導する。 

  ア 次のような知識及び技能を身に付けること。 

   (ｱ) 市や人々の生活の様子は、時間の経過に伴い、移り変わってきたことを理解する。 

(ｲ) 聞き取り調査をしたり地図などの資料で調べたりして、年表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) 交通や公共施設、土地利用や人口、生活の道具などの時期による違いに着目して、市や人々

の生活の様子を捉え、それらの変化を考え、表現すること。 



（２）児童の実態 

本学級は、半数以上が学習塾に通っており、学習内容の理解はよい。特に知識・技能の面では、各教

科のテストで毎回平均して８０％程度の点数を取っている。 

一方で、思考力・判断力・表現力に関しては、課題が見られる。何かについて考える際にも、根拠の

ないものや飛躍したものがあり、考えが整理されていない。また、考えをもっていても、自信がなかっ

たり、相手に伝わる言葉にまとまらなかったりする姿も見られる。 

本単元の学習では、思考ツールなどを用いて視覚的に考えを整理することや、既習事項や資料を根拠

にして考えをもつこと、小集団活動で自信をもって伝え合うことなどを通して、思考力・判断力・表現

力の育成も目指していきたい。 

 

（３）教材について 

1学期には、中央区の様子について、現在の中央区の地形、土地の利用、人口、公共施設、歴史ある

建物などについて学習した。本単元はそこから発展し、交通、公共施設、土地利用、人口、生活の道具

などの変化について、時期による違いに着目して学習していく。 

違いに着目しやすいように、写真や地図、道具など、昔と今を比較できるような資料を用意するとと

もに、道具などは使い方を知らない児童も多いため、実際に体験する場を設け、現在との違いを、実感

を伴って理解できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 研究主題との関連 

 

 

 

 

 

【 思考力･判断力･表現力 創造性 多様な考え 主体性 社会性 思いやりの心 協働性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年 社会科 「中央区の様子のうつりかわり」 

 

自分の考えを広げたり深めた

りするために、様々な場面で小

集団活動を行う。 

自分と友達の考えを比較した

り、小集団での考えを分類した

りする中で共通点や相違点を見

出し、新たなことに気付いたり

学びを深めたりすることができ

る。 

また自分の考えに自信のない

児童も、小集団の中で同じ考え

を見つけることで、自信をもて

るようになる。 

体験する 

（主体性） 
小集団活動の活用 

（協働性） 

育成を目指す子どもの姿（重点） 
 
②情報を比較・分類・関連付け・理由付けをしながら自分の考えを広げ、深めることができる子 

（思考力，判断力，表現力） 
④学んだことを生かして、自ら課題を見付けて解決しようとする子（学びに向かう力，人間性等） 
⑤互いの違いやよさ、個性を認め、尊重し合い、協働してよりよいものを求めようとする子 

（学びに向かう力，人間性等） 

 

昔の道具について学習する際、児童

に興味・関心をもたせるために、体験

する場を用意する。 

今の生活の中で馴染みのないもの

や見たことのないものが多いことが

予想される。 

実物を見たり使ってみたりして体

験することで、児童がより主体的に学

習に向かうことができると考えられ

る。 

実物がないものについては、タブレ

ット端末を活用して、写真や動画で使

っている様子を観ることで擬似的な

体験をする。 

具体的手だてと活動 
・育成を目指す子どもの姿に迫るために 

・主体的・対話的で深い学びに迫るために 

各教科等で、「比較・分類・関連付け」を主とした論

理的思考力を軸にして関連をもたせて学習をすすめて

いる。本単元の学習ではその中でも特に、「比較」に重

点を置いて学習をすすめていく。 

様々なところで比較し、何が違うのか、なぜ違うのか

などを考えさせることを通して、新たな課題を見出し

たりより深く学んだりすることに繋げていく。 

 

（例） 

国語科：登場人物の最初の気持ちと最後の気持ち 

算数科：前時の問題と本時の問題 

理 科：予想と結果 

他教科等との関連 

（カリキュラム・マネジメントの視点） 

 

 

 

変化の理由を考える 

（思考力・判断力・表現力） 

昔と今で様々なことが変化しているが、その変化

には意味があることを理解させるために、なぜその

ような変化が起こったのか、変化することでどのよ

うなよいことがあるのか、どのような課題が解決さ

れたかを考えさせることで、納得感をもって理解す

ることができる。 

また、ジャストアイデアに終わらせず、論理的に思

考を整理するために、根拠を基に考えるようにする。 

思考ツールの活用 
（思考力・判断力・表現力） 

考えを視覚的に整理できるよ

うにするために、情報の比較・分

類・関連付けをする際に思考ツー

ルを活用する。 

本単元で重視する比較におい

ては、考えを整理することで、昔

と今の変化だけでなく、変化して

いないことや昔の道具やくらし

のよさにも気付くことができる。 

総合的な学習の時間を始めと

する他教科等でも同じものを活

用し、それらの使い方に慣れてい

くことで、児童が必要に応じて使

う思考ツールを選択し、自ら考え

を整理できるようにする。 

本時はココ！ 

本時はココ！ 



 

６ 指導・評価計画（全２０時間） 

過程 ねらい 学習活動 評価規準・評価方法 

つ
か
む 

①②③昔から今の移り変

わりのイラストから、町

の様子や道具の移り変

わりについて関心をも

ち、中央区の昔と今の地

図や写真を比較し、気付

いたことをもとに学習

問題を見出す。 

①昔と今の写真を比較して気付いた

ことを発表する。 

 

②疑問に思ったこと、調べてみたいこ

となどから、学習問題を見出す。 

 

【思】写真の比較を通し

て、暮らしの様子や町の

様子が変化してきている

ことを理解している。

（発）（ワ） 

④学習問題に対する予想

や学習計画を立て、見通

しをもつ。 

①学習問題に対する予想を立てる。 

②予想を交通、人口、建物、土地利用、

道具に分類する。 

③年表の見方や元号について知る。 

【態】写真の比較から、

区や人々の生活の様子の

移り変わりに関心をも

ち、学習問題を見出そう

としている。（発）（ノ） 

調
べ
る 

⑤昔の道具（洗濯板）を使

い、体験して思ったこと

や感じたことをまとめ

る。 

①昔の道具を使って昔の生活を体験

する。 

②昔の道具を使った感想を書く。 

【知】古くから残るくら

しに関わる道具を調べ、

年表にまとめることがで

きている。（発）（ワ） 

⑥⑦生活道具と人々の暮

らしの移り変わりにつ

いて、実際の道具を使っ

たり資料や本で調べた

りしながら理解し、分か

ったことや感じたこと

をまとめる。 

①生活道具の移り変わりについて調

べ、分かったことをまとめる。 

 

 

 

 

 

【知】古くから残るくら

しに関わる道具を調

べ、まとめることがで

きる。（発）（ノ） 

【思】道具と生活の変化

を関連付けながら考え

ている。（発）（ノ） 

⑧⑨中央区ができるまで

について知る。 

①江戸時代から現代にかけて、中央区

がどのようにできたかを知る。 

 

 

【知】地図や資料から読

み取ったことや考えたこ

とをまとめている。（発）

（ノ） 

⑩⑪中央区の道路や交通

機関の移り変わりにつ

いて調べ、中央区の交通

についてまとめる。 

①道路図や路線図などから分かった

ことや気付いたことをまとめる。 

【知】地図や資料を読み

取り、時間の経過に伴っ

て駅や道路などの交通網

が背日されてきたことを

理解している。（発）（ノ） 



⑫中央区の人口の変化に

ついて資料を読み取り、

理解する。（本時） 

①人口がどのように移り変わってき

たを読み取る。 

 

②近年人口が増えてきている理由を

これまで使った資料などを基にし

て考える。 

【知】時間の経過に伴っ

て、人口が変化してきた

ことを理解している。

（発）（ノ） 

 

⑬中央区の公共施設にの

移り変わりを調べ、理解

する。 

〇子育て施設の建設時期を調べ、増加

した理由を考える。 

【知】地図や資料から、

子育て施設が増えたり

3 つの地域に広がった

りしていることを理解

している。（発）（ワ） 

⑭中央区の取組により、人

口が増えたことを理解

する。 

〇人口を増やすために区役所が果た

してきた役割を調べる。 

【知】公共施設は、区役

所が税金を使って、住民

のニーズに合わせて移り

変わってきたことを理解

している。（発）（ノ） 

⑮中央区の土地の利用の

変化について調べ、理解

する。 

〇区内全体で住宅が増えていること

を理解する。 

【知】地図や資料から、

中央区の土地利用の仕方

が時期によって変化して

いることを理解してい

る。（発）（ノ） 

ま
と
め
る 

⑯学習問題に対する自分

の考えをまとめ、年表を

完成させる。 

〇年表をまとめ、それぞれの変化が関

連していることを捉える。 

【思】学習問題に対する

自分の考えを整理し、交

通や公共施設、土地利用、

人口、生活道具の時期に

よる違いに着目して、中

央区の移り変わりについ

て書いている。（発）（ノ） 

い
か
す 

⑰⑱⑲⑳中央区の未来に

ついて関心をもち、学ん

だことをもとに、よりよ

い中央区の姿を考える。 

〇国際化や子育て世代の増加や少子

化、国際化などに伴う課題を予想

し、それに対する解決策を考える。  

【知】区の国際化、子育

て世代の増加について課

題を把握し、区の将来に

ついて考え、表現してい

る。（発）（ノ） 

【態】中央区の将来につ

いて進んで話し合い、区

の発展について考えよう

としている。（発）（ノ） 

  



７ 本時の学習（12/20時間） 

（１） 目標 

中央区の人口の変化について資料を読み取り、理解する。 

 

（２） 展開 

〇主な学習活動 ◇指導上の留意点・支援 

☆評価 

〇中央区の現在の人口を確認する。 

Ｃ１０万人くらい！ 

Ｔ昔と比べて、人口はどのように変化してきたと思う？ 

Ｃ増えてきた / 減っている 

Ｔ実は、昔は今の 2倍近くの 25万人くらいいたんだよ。 

Ｃこれでも半分以下に減ってるの？ 

Ｃ日本の人口が減ってるから東京も減ってるんじゃない？ 

Ｃわくわくで増えてるって言ってなかったっけ？ 

 

 

 

 

〇人口の移り変わりのグラフを見て分かったこと、気付いたこと、考えた

ことをノートに書く。 

 

○発表する。 

 Ｃ昔は今の倍くらい人がいた。 

 Ｃ昭和２０年に一気に人が減った。 

 Ｃなんで急に減ってまた増えたんだろう。 

 Ｃ半分以下になってる。 

 Ｃ一気に減った後また増えたけどだんだん減っていった。 

 Ｃ平成９年からまた人が増えてきた。 

◇戦争で疎開したり亡くなっ

たりしたため人口が減った

ことを押さえる。 

 

 

◇土地の値段が高くなり、会社

やお店が増えてきたことや

昼夜人口のことに触れ、中央

区は働きに来る街になった

ことにより人口が減り続け

たことを説明する。 

 

〇人口の変化についてまとめる。 

 

 

 

 

 

☆時間の経過に伴って人口が

変化してきたことを理解し

ている。【知】（発）（ノ） 

〇人口が増えてきた理由を予想する。 

〇人口ピラミッドの見方を確認する。 

 Ｔこれまで見てきたグラフでは、全体の人口は分かったけど、男女や年

代の人数はわからなかった。人口ピラミッドを見ると、それがわかる

んだよ。 

 Ｔ人口が増えた理由を考える手掛かりになりそうかな？ 

 

 

〇小集団で意見を交流する。 

 

 

 

〇発表する 

Ｃ若い人と子供が増えている→子育てがしやすい。 

 Ｃ引っ越してきた人が多い→マンションが多い。 

              わくわくで見つけたような魅力が多い。 

 Ｃ２０代～４０代が増えた→働く場所が多い、働きやすい。 

 

 

◇人口ピラミッドの見方を教

える。 

◇これまで使った資料を活用

して、ここ数年で人口が増え

てきている理由を考える洋

指示する。 

 

 

◇必ず予想と根拠をセットに

して意見を伝え合うよう指

示する。 

・人口ピラミッドから読み取

れることに注目させる。 

 

中央区の人口はどのように移り変わってきたのだろう？ 

戦後、中央区の人口は平成９年まで減り続けたが、その後どんどん

増えてきている。  

変化の理由を考える 

（思考力，判断力，表現力） 



中央区の様子のうつりかわり 

 

〈予想〉・昔と比べて減ったと思う。 

・増えたと思う。 

 

 

                                     

                                

 

                                    

                                   

 

                                   

                               

                                

８ 板書計画 

 

中央区の人口はどのようにうつりかわってきたのだろう。 
戦後、中央区の人口は平

成９年まで減り続けた

が、その後どんどん増え

てきている。→なぜ？ 

・２０代・３０代が増えている

→家族○増・マンション○増  

・わくわくで考えた魅力がたく

さんある。 

土地の値段○増  

戦争 

   

平成９年から 

・少しずつ人が増えている。 

・み力がたくさん作る取り組みが 

あったのかな。 

平成９年まで 

・だんだん減っている 

・いろいろな理由があ

りそう。 

昭和２０年まで 

・急に人が減って

いる 

・半分以下になっ

ている。 

今はどうかな？ 

グラフを書き入れてみよう 

いちばん少ない 

約７万２千人（平成９年） 

戦後
せんご

いちばん多い 

約１７万人（昭和２９年） 


