
初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 社会 Ａ班 

令和元年８月２０日 ＡＭ   文責：治道小 藤井 晴慈 

1. 日本の国際社会への復帰

(1)一つ目の模擬授業に対する各グループからの意見 

 内容が多いため、めあてからまとめに繋げるのが難しい。

 サンフランシスコ平和条約は比較対象に含めなくてもいいのではないか。

 東西冷戦の色分け資料だけで、子どもたちに考えさせるのは難しい。

 ペアワークやグループワークを取り入れた方がよい。

 感想を聞く→まとめの流れの方がよい。

 子どもと一緒にどうやってまとめをつくっていくのかが課題だ。

(2)一人目の授業者の感想 

 内容が多く、一時間では厳しいが、二時間に分けると間延びするかもしれない。

 しかし、重要な内容も軽く流してしまったので、二時間に分けた方がよいとも感じた。

(3)二つ目の模擬授業に対する各グループからの意見 

 まとめの際にキーワードを考えさせていたが、授業者の想定していないキーワードが出たとき

の取捨選択はどうするのか。

 「なぜ講和を急いだのか。」という発問よりも、「講和を急ぐとなぜソ連に対抗できるのか。」と

いう発問の方がよいのではないか。

 憲法と条約の比較、なぜ講和を急いだのか、まとめのキーワードを考えるなど、子どもの活動が

多く、時間内に終わらないのではないか。

 時系列の資料が分かりやすい。朝鮮戦争もそこに入れていいのではないか。

(4)二人目の授業者の感想 

 予習プリントで憲法と条約の比較を考えさせているので、そこで時間短縮を図った。

 まとめのキーワードを考えさせる際に、朝鮮戦争が入ってきてほしくなかったので、時系列の資

料からは省いた。

(5)大河内先生からの御意見 

 小学校の社会科というのは、公民としての資質能力の基礎を育成するものだということを念頭

に置く。

 思考は知識からしか生まれない。つまり、教えるべきことはキッチリ教えなければ、そもそも話

合いにはならない。

 内容が多いのであれば、考えさせるところと教師主導で教えるところを分ければよい。



2. 経済の発展と人々のくらしの変化

(1)三つ目と四つ目の模擬授業に対する各グループからの意見 

 新たな知識や資料が少ない中で、話合いやまとめまでもっていくのが難しそうだと感じた。

 めあての中になぜ「願い」という言葉を付け加えたのか。

 予習プリントの前時のまとめが、本時のまとめにも活用できてよかった。

 最後の発問が子どもの思考に結び付きにくいと感じた。

 終戦直後の人々の願いも視覚的に表示できればよかった。

 子どもたちの今の願いと結び付けて、より身近に感じさせたい。

(2)三人目と四人目の授業者の感想 

 まとめ方の工夫が難しかった。

 発問がアバウトになってしまった。

 終戦直後の「願い」と、高度経済成長期の「願い」の比較をさせればよかった。

(3)大河内先生からのご意見 

 予習プリントと授業内容がリンクしていてよかった。

 めあてに「願い」を入れていたが、まとめには反映されていなかった。

 三つのグラフを用いている点は分かりやすかった。

 四つ目のグループの指導案に主発問が書かれていなかった。

 前時で復興については学習しているので、そこまで触れなくてもよい。

 「豊かさ」って何だろう。→子どもが考える「豊かさ」と、当時の人々が考える「豊かさ」の違

い。→事前に子どもが考える「豊かさ」を把握したい。

 扱っている年代を子どもたちに身近に感じさせたい。(ex.先生の子どもの頃)



初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 社会 Ｂ班 

令和元年８月２０日 ＡＭ   文責：広陵東小 脇田惇平 

１．模擬授業の概要

（１）単元名「新しい日本への歩み」

（２）重点ポイント、目指す子どもの動きや学び

･グラフを読み取り、そこから当時の様子を考察することができる。

･当時の事実としてだけでなく、人々の願いを考察することができる。

学習活動 児童の活動 留意点 評価

1．前時の復習 

2．グラフを見て気付いた

ことや考えたことを話し

合う。

3．社会保障制度について

理解する。

4．当時の人々の願いにつ

いて考え、まとめる。

･予習プリントをもとに終戦直後

の状況について復習する。

 

･予習プリントをもとに、意見を出

し合う。

･戦後の復興、経済の発展、社会保

障制度の充実から当時の人々の願

いを考える。

･本時のめあてに即して、戦後の

人々のくらしの変化をまとめる。

 

･グラフから、当時の人々のくら

しがどのように変化しているの

か考察させる。

･平和で安全なくらしを追求して

いった人々の様子をとらえさせ

る。

･自分の考えを

書いている。

【発言･プリン

ト】

･自分の考えを

書いている【ノ

ート】

２．協議のまとめ

協議内容① 授業のまとめについて

･子どもたちだけで考えるのは難しい場面もあると考えられるので、教師側からある程度提示してもいいのでは

ないか。

･子どもたちから本時のキーワードを出させ、みんなでまとめを作り上げてもおもしろいと思う。

協議内容② 発問の工夫

･アバウトな発問ではなく、ポイントをしぼった、分かりやすい発問の工夫が必要であった。

･子どもたちから出てきた意見をまとめる際にも、キーワードを絞るなど工夫が必要であった。

３．教育研究所 大河内先生の指導助言

★社会科→公民としての資質・能力の基礎を教える。歴史においても今につながるような知識が大切だ。

  また、思考は知識からしか出てこないので、単に話合い活動をすればいいわけではない。

  背景知識をしっかりと押さえ、教えるところはきっちりと教えてあげることが大切だ。

★本時では「豊かさ」という言葉が出てきたが、今の子どもたちが思う豊かさと当時の人々が考える豊かさがず

れていると、授業がうまく進まないかもしれない。可能ならば、事前にどんなことが今の子どもたちにとって

豊かさなのか把握できていると授業の展開も変わるのではないか。

★子どもたちにとって、少しでも身近に感じられるように、資料や話し方を工夫する必要がある。様々な方法を

使い興味をもたせることが大切。

戦後の人々のくらしや願いの変化を考えよう



初期研修（２年目）小学校
小学校若手教員育成研修
模擬授業記録 社会 Ｃ班

令和元年８月２０日 ＡＭ
文責：阿太小 萩原 達司



学習活動と予想される児童の反応 ○教師の指導・支援と発問 ◎評価と【評価方法】

１ 前時の学習を振り返る。
２ 本時のめあてを確認する。

３ 日本国憲法とサンフランシスコ平
和条約・日米安全保障条約とを比較
する。

（児童の反応）
・戦力を持たないはずなのに、アメリ
カ軍が日本にいることを認めている
よ。

４ 条約に反対した国の立場を考える。

（児童の反応）
・日本の周りは赤い国ばかりだよ。
・アメリカは日本を仲間にしたかった
のかな。

５ ふり返りをする。

○学習の流れが分かりやすいよう、予
習プリントを活用する。

○日本国憲法で戦争放棄が明記されて
いることを確認する。
「戦争をしないといった日本に軍隊を
置いたのは何でだろう。」

○地図を使って、世界から見た日本の
位置を意識させる。
「アメリカが条約を結ぶことを急いだ
のはどうしてだろうか。」

○本時の内容で考えた内容に着目しな
がら、考えを書かせるようにする。

◎予習プリントをやっている
【プリント】

◎自分の考えを書いている
【ノート、発言】

◎自分の考えを書いている
【ノート、発言】

◎自分の考えを書いている
【ノート】

①模擬授業の概要

日本がどのように国際社会へ復帰したのかを考えよう。

【単元名】 新しい日本への歩み（６年）



②協議内容「よりよい社会の授業を目指して」

① 導入で前時を振り返る。条文や暗記事項を教室に掲示していく。

前後の流れをつかめる。本時の理解がより深まる。

② 地図を使う

国の対立関係が文字で見るより分かりやすい。

③ 条文を掲示し、大事な部分に色ペンで下線。対比関係を一言でまとめる。

矛盾に見えるポイントで発問し、考えさせ、より深く理解させる。



③指導教員より「よりよい社会の授業を目指して」

①「考える活動」は大事！だけど、、、

「考える」には「一定の知識」が必要！！

②「身近な例や具体物」を使うべし！！

子どもを引きつける工夫が必要！（発問もより具体的に）

③ 指導内容によって、一時間の半分でしたり、二時間使ったりすることもある。

ただし「全体の構想がしっかりある」ことが重要！！

◎そもそも社会とは → 公民としての資質能力を高める教科



初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 社会 Ｄ班 

令和元年８月２０日 ＡＭ   文責：大福小 中川 純一 

１、模擬授業の概要 

 

    
    

２、協議のまとめ 

・本単元の授業では指導事項がたくさんある。したがって、知識を教える場面とペアやグループで話し合う場面を明確にして授業

を組み立てる必要がある。

・時間を有効活用するために、予習プリントを効果的に使用する必要がある。

・本時のまとめについて、子どもの学びを生かすために学習指導案上の 2 の場面で板書の工夫が大切である。

・本時のまとめについて、子どもの学びをキーワードとして示すことはとても大切である。また、場面によっては、教師が示す場

面もある。

・思考は知識がないと生まれないので、教える場面は教え知識を身に付けさせる。

新しい日本への歩み(６年) 

○本時の展開

学習活動 児童の活動 留意点 評価 

1 日本国憲法と日米

安全保障条約とを

比較し話し合う。 

2 敗戦後から国際連

合への加盟までの

流れをつかむ。 

3 アメリカが日本と

講和を急いだ理由

を考える。 

4 本時のまとめ 

気付いたことや考えたこと

をペアやグループで話し合

う。 

敗戦から国際連合への復帰

の大まかな流れを確認する。 

冷たい戦争の地図を見て、

アメリカの意図を考える。考

えをノートに書き、グループ

で話し合う。 

学習問題のまとめになるキ

ーワードを考え、全体で話し

合う。 

戦争放棄と軍隊留意という違

いに着目させ、どうしてこのよ

うになったのか問題意識を高め

る。 

 

資料を提示し、本時のまとめ

で考えをまとめやすくする。 

反対する国がいたことにも触

れ、それでも講和を急いだアメ

リカの意図や、世界の情勢につ

いて考えられるようにする。 

2 で提示した敗戦から国際連

合加盟までの流れを確認し、大

切なワードを考えやすくする。 

【思考・判断・表現】 

独立の背景には、憲法と

矛盾する条約があったこと

を考えている。 

(発言・ノート) 

【思考・判断・表現】 

 日本をアジアにおける資

本主義陣営の拠点としたい

アメリカによって、日本が

独立できたことに気付く。 

(発言・ノート) 

学習問題 日本はどのようにして国際社会へと復帰したのだろう。 

授業者から

指導主事から



初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 社会 Ａ班 

令和元年８月２０日 ＰＭ   文責：矢田南小 田中 大登 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本時の単元 
社会科 小学６年生 「新しい日本への出発 日本の国際社会への復帰」 日本文教出版 
 
教科書（日本文教出版）のめあて 
「日本はどのようにして国際社会へと復帰したのだろうか」 

 
～各班で協議して考えためあて～ 
A 班「日本が国際社会に復帰するまでに、世界とどのような関係を築いたのだろう。」 
B 班「日本はどのようにして国際社会へと復帰したのだろう。」 
C 班「なぜ、サンフランシスコ平和条約に反対する国があるのか考えよう。」 
D 班「日本はどのようにして戦後から立ち直っていったのか世界とのつながりから調べよう。」 
                   ↓ 
C 班の内容を中心活動としながら、本時のめあては D 班のもので展開を考える。 
 

協議内容① 自分が授業をするならどんなめあてにするか 

授業づくりで気を付けるポイント（指導助言：大河内先生） 
 
１．ゴールイメージをもつ。 
  どのような力を付けさせるか、授業を受けた子どもがどのような姿になっているか

具体的にイメージする。 
 
２．児童の興味を引き付ける工夫をする。 

関心・意欲・態度（現行学習指導要領）、学びに向かう力（新学習指導要領） 
              ↓ 
児童が「調べたい」「考えたい」「学びたい」と思うように、児童の身近なものや関

心のあるものを取り入れたり、資料を準備したりする。また、授業の形態も話合い活

動やグループワークを取り入れるなど工夫する。発問が主体的に学ぶ内容になってい

るようにする。 
 
３．学習指導要領や教科書を確認する。 
  まずは、学習指導要領で目標と指導内容を確認する。教科書によってめあてや発問、

展開が違うので、教科書を見比べながら授業を考えることで、様々なパターンをイメ

ージすることができる。 



各班が考えた展開例 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇記録者所見 
 午前の模擬授業と検討を踏まえて、午後は本時のめあてと展開をグループで考えた。教科書を見比べたり、グ

ループで一授業のめあてと展開を考えたりする活動を経験し、教材を深く検討することの重要性を改めて感じた。

今後の教材研究に生かしていきたい。 

協議内容② 授業の展開を考える 

導入 
日本国憲法と日米安保を

比較（軍隊をもつ・もたな

い）して、気付いたことを

ワークシートにかく。 

展開 
流れをつかむ。（敗戦後か

ら国連加盟） 
なぜサンフランシスコ平

和条約に反対する国があ

ったのか資料を見て考え

る。その後、話合い。 
（個人→グループ→全体） 

まとめ 
キーワードを提示して、

児童自身がまとめを書

く。 

導入 
調印している写真を見せ

何をしているか考えさせ

る。 

展開 
各条約と冷戦についてお

さえる。 
なぜサンフランシスコ平

和条約に反対する国があ

ったか写真を見て考える。

（グループ活動） 

まとめ 
キーワードを提示して、

児童自身がまとめを書

く。 

導入 
現在の沖縄にある米軍基

地の分布などから、今、平

和に暮らせていること

と、歴史のつながりを考

えさせる。 

各班の工夫 
・資料から読み取る活動 
・思考するために必要な

知識が多いので、板書

で流れを分かりやすく

する。 
・学習内容と現在の関わ

りをイメージさせる。 

授業づくりを終えて（指導助言：大河内先生） 
 
◎教師自身が学ぶことの重要性 
 発問や展開を自分自身で考えたり、仲間と話し合って考えたりすることが重要である。

考えるときに分からないことを調べたり、指導要領や別の教科書を読んだりすることで

知識を増やすことができる。歴史教育においては、教師が時代背景をおさえておくこと

が必要である。 



初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 社会 Ｂ班 

令和元年８月２０日 ＰＭ   文責：三郷小 藤本 真吾 

１．模擬授業の概要 

『日本の国際社会の復帰（６年）』 授業のまとめを中心に考える 

 

２．協議のまとめ 

協議内容① めあてを考える 

   ○め日本はどのようにして戦後から立ち直っていったのか、世界とのつなが 
    りから調べよう。 
    ・日本はどのようにして国際社会に復帰したのだろう。 
   ・日本が国際社会に復帰するまでに世界とどのような関係を築いたのだろ 

う。 
   ◇なぜサンフランシスコ平和条約に反対する国があったのか考えよう。 
   ・日本は世界とのつながりからどのようにして国際社会に復帰したのか。 

協議内容② 授業展開を考える 

   ・各グループで議論し、本時案の考察 

  協議内容③ 授業プリントの草案を考える 

   ・各グループで議論し、本時で使用する予習プリントの考察 
 

３．教育研究所 大河内指導主事の指導助言 

協議内容① めあてを考えるに関して 

 ・ゴールイメージをもってめあてを考えるように 
 ・現行学習指導要領 関心・意欲・態度 
  新学習指導要領  学びに向かう力（主体的な学び） 
 ・学習指導要領＞教科書   （教科書が必ずしも全てではない） 

協議内容② 授業展開を考えるについて 

 ・授業案を最終的に決めるのは授業者だが、そもそも考えることが大事 
 ・子どもたちに対して、できるだけ矛盾点を突き付けて考えさせたい 
 ・子どもが興味をもつような発問をしっかり考える 
 

４．今後の方向性、記録者所見 

  ・今回の授業案やめあて、まとめ方を参考にし、次回の授業で発表をする。 
  ・たくさんの人の授業を見られたり、長時間かけて１時間の授業案検討をした 
   りと、大変有意義なものとなった。 

 



初期研修（２年目）小学校・小学校若手教員育成研修 模擬授業記録 社会 Ｃ班 

令和元年８月２０日 ＰＭ   文責：三和小 髙 涼風 

１．模擬授業の概要 

単元名：新しい日本へのあゆみ（６年） 

内容：サンフランシスコ平和条約、日米安全保障条約と冷戦との関わりを考え、日本とアメリカとの関係が

強化されていくとともに、日本が国際社会への復帰を果たしたことに気付くことができる。 

 

２．協議のまとめ 

協議内容①適切なめあての設定 

日本が国際社会に復帰した「方法」を学ぶのではなく、国際社会に復帰する際にあった世界の国々との関

係や出来事を学ばせたい。 

→各班でもう一度適しためあてを考えて発表し合う。 

・日本はどのようにして戦後から立ち直っていったのか世界とのつながりから考えよう 

・日本はどのようにして国際社会に復帰したのだろう。 

・日本が国際社会に復帰するまでに世界とどのような関係を築いたのだろう。 

・なぜサンフランシスコ平和条約に反対する国があるのか考えよう。 

 

協議内容②指導案の見直し 

・本時の内容は盛りだくさんであるため、時間の再設定が必要である。１時間での設定にするのであれば、

押さえておくべき項目に確実に到達するために、時間を省略するための工夫が必要である。 

・まとめの工夫 

 自分でまとめることが難しい児童もいる実態。しかしまとめを考えさせる力を少しずつ付けたい。 

授業で大切だと思ったキーワードをグループで発表する。その中から教師と一緒にまとめていく。 

教師が大切なキーワードを提示し、児童に書かせる。 

 

協議内容③ワークシート（予習プリントの見直し） 

・授業を組み立てる際にはゴールイメージを明確にもつことが大切 

 

３．指導主事の先生の指導・助言 

・現行の学習指導要の関心・意欲・態度（新学習指導要領では、学びに向かう力）を意識し、児童が主体的

な学びができるかを考える。 

・教科書ではなく、学習指導要領に沿って授業を組み立てる。組み立てる際に児童に付けたい力を精選し、

年間の授業時数から逆算してその単元にかける時間を設定する。 

・教師の背景知識を増やす。さらに児童の興味・関心を引く工夫をする。 
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１．協議内容   

テーマ：単元「新しい日本へのあゆみ」の授業において、『なぜアメリカは反対を押し切って

まで日本との講和を急いだのか』を柱にしたいが、めあてを指導書通り（日本は、どのように

して国際社会へと復帰したのだろう）でいくのか、少し変更するべきか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．大河内先生の指導助言 

・授業づくりにおいて、はじめにゴールイメージをもつ

ことが必要である。 

・関心・意欲・態度の観点では、主体的学び（学びに向

かう力）を身に付けさせたい。 

・教科書よりも学習指導要領に沿った流れが重要であ

る。 

・よい授業をするためには、授業者が分からないことを

きちんと研究し、教科書外の内容についても詳しく調

べ、知識を増やし、思考していくことが必要である。 

 

３．記録者所見 

・指導主事からの助言で、「知識がないと思考はできない」ということが印象に残った。教科

書通りに授業をしようと思っても、教科書以上の知識がないと深い思考ができない。ゴールイ

メージを常に意識し、児童の主体的な学びを大切にするような授業づくりをしていきたい。 

まとめと連動しているので、

めあては変えない方がよい。 

授業

づくり

ゴール

イメージ

主体的

学び

学習

指導要領
知識

思考

「日本はどのように世界の国々と関係

を築いていったのか」にしてみては？ 

ソ連側の国は日本のことを認

めていなかったから、そのテ

ーマにするのは難しい。 

考えれば考えるほど、「国際社会への

復帰」という言い方がしっくりくる。 

チャレンジするとしたら、「日本はどのよう

にして戦後から立ち直っていったのか、世界

とのつながりから調べよう」というのは？ 

中心活動のテーマがずれ

てしまって、流れが難し

くなってしまう。 

前時とのつながりも考えると、「世界とのつ

ながりから、日本はどのようにして国際社会

に復帰したのか」に変えて進めていく。 

中心活動については児童

に問いかけながら板書し

ていけばよい。 
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