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3年 社会科 龍江小学校年 社会科 龍江小学校年 社会科 龍江小学校年 社会科 龍江小学校

１ 見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく社会科学習をめざして

（１）研究テーマとテーマ設定の理由

３年単元『わたしたちのまち みんなのまち』

5 子どもたちは，４月，自分たちの住む龍江地区を実際に歩き，地域に残るものについて地域の方

からお話を聴く『ふるさと発見学習』に取り組んだ。

実際に地域を歩く前に，見学場所の写真を提示すると，「あっ！それ知ってる」「私の家の近くに

ある」etc …。と子どもたちは口々につぶやきの声を挙げていった。見学で見たいこと・聞いてみた
いことを考える場を設けると，子どもたちから次々に「見たいこと・聞きたいこと」が出され，黒

10 板がいっぱいになっていった。

３時間目に社会の『わたしたちのまち』をやりました。ふるさと発見学習のことを

やりました。本当は，１時間でふるさと発見学習で行く５つの場所の質問が全部言え

て終わると思ったけど，１つの場所の質問がいっぱいすぎて，１つの場所しか終わら

なかったです。

15 次の時間では，全部終わらせたいです。（Ｓ君の日記より）

「自分の知りたいこと」を準備して臨んだ見学の日。先ず最初に，学校

のすぐ上にある「招魂碑」に足を運んだ。「どうしてこの石にはたくさん

の人の名前が書かれているんですか？」「いつ建てられたんですか？」「ど

うしてこの場所に建てられたんですか？」子どもたちは，「招魂碑」にも

20 った「？（はてな）」を解決するために，説明してくださる木下さんに次

々と質問していった。そして，「石に刻まれているたくさんの名前は，龍

江地区から戦争に行き，亡くなった人たちの名

前であること」，「招魂碑の建っている場所は，

戦前，奉安殿があり，学校が見渡せる一番いい場所であること」，「今でも

25 毎年秋にお祭りをして，平和を願う思いを確かめていること」を子どもた

ちは新たに知り，「招魂碑」がどんなものなのかを確かめていった。

Ｒ男は，そのことを知り，招魂碑に向けて静かに手を合わせていった。

また，Ｔ男は「ただの石だと思っていたのに…」と，招魂碑を見上げ，つ

ぶやきの声を挙げた。

30 「あっ！それ知っている。学校のすぐ上にある」教室で「招魂碑」の写真を提示すると，子どもたち

からそんな声がすぐに戻ってきた。学校の校庭のすぐ上に建てられいる「招魂碑」は，子どもたちに

とって身近な「よく知っているもの」である。しかし，それが「どんなものなのか？」という教師の

問いかけには，「お墓？」「なんかたくさんの人の名前が書かれていた」「う～ん，でも，なんでたく

さんの人の名前が書かれているんだろう？」etc …と「あることは知っているけど，それがどんなもの
35 なのか知らない自分たち」に気付き，そこに問題意識をもっていった。

実際に招魂碑に足を運び，地域の方から説明を聴くことを通して，子どもたちは招魂碑がどんなも

のであるのかを確かめていった。Ｔ男は，「ただの石だと思っていたのに…」と，つぶやきの声をあげ，

それまでの招魂碑に対する見方・考え方を見返していった。また，そこに地域の人々の思いが込めら

れていることを知ったＲ男は，石碑に向かってそっと手を合わせていった。そんなＲ男の姿に，子ど

40 もたちも招魂碑に向けて手を合わせていった。
そこには，社会的事象との出会いを通して，新たに知った事実から，「招魂碑ってなんなのか？」を

自分に問いかけ，そして，それまでの「学校の近くに立っている石碑」という招魂碑に対する見方・

考え方を広げ，さらに，そこに地域の人々の生きてきた営みの姿と思いを感じていくていく子どもた

ちの姿があった。このような見方・考え方を広げ，地域に生きる人々の思いを感じていくことのでき

45 る姿を求めていきたいと考えた。
そこで，社会的事象との出会いから問題意識をもち，その追究を通して，見方・考え方を自己に問

いかけ，広げていく姿，さらに自分たちの住む龍江を見返し，自分たちの住む龍江を「素敵なところ

だな！」と感じることのできる姿を願い，研究テーマを以下のように設定し，どの子も高まる学び合

いの姿として求めていきたい。

50

こんな意味があったんだ！

静かに手を合わせて

研究テーマ研究テーマ研究テーマ研究テーマ

社会的事象に興味・関心をもち，見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく社会科学習社会的事象に興味・関心をもち，見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく社会科学習社会的事象に興味・関心をもち，見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく社会科学習社会的事象に興味・関心をもち，見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく社会科学習

～地域素材の教材化を通して～～地域素材の教材化を通して～～地域素材の教材化を通して～～地域素材の教材化を通して～

？がいっぱい！
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（２） 研究の重点

見方や考え方を自己に問いかけ，広げていく姿を３年単元『どとどきワクワク龍江発見隊』（全17時

間扱い）における子どもたちの学びの姿より語り，研究の重点を導き出していきたい。

①第14時に至るまでの追究の様子

「ふるさと発見学習」を終えた子どもたちは，新たに知ったことを確か

めながら，楽しくまとめの新聞作りに取り組んでいった。そんな活動のな

かでＴ男から「もっと歩いて，見たり聴いたりしてみたいな」というつぶ

やきの声が聞かれた。子どもたちは，自分たちの住む龍江地区を歩き，実

際にそこにあるものに触れることを通して，「地域を歩き，出会うこと」に

楽しさを感じ始めていた。

そうした活動への意欲をもった子どもたち

に，Ｔ男の「見学した場所に『龍江かるた』っ

て書かれた札が立っていた」という気付きと，

Ｍ子の「ふるさと発見学習で訪ねた見学場所は，全部『龍江かるた』に

書かれていた場所だった」という気付きをとり上げ，紹介した。「うん，

確かにかるたの言葉が書かれていた」と，かるたの句が書かれているこ

とに気付いていた子どもたちからも声が聞こえてきた。「もっとかるた

に書かれている場所に行って見てみたい」そんな声が挙がり，『龍江か

るた』に書かれている場所を訪ねる活動に取り組むことになった。（第

１時）

公民館長さんにも一緒に歩いていただき，かるたに書かれている場所

を訪ね，地域の方から話を聴くことを通して，子どもたちからは，「こんなところにあるなんて知ら

なかった」「龍江って，古いものがいっぱい残っている場所なんだ」と，地域を見つめ直し始めた気

付きの声が聞かれた。（第２～10時）

こうして地域を見つめ直し始めた子どもたちに，

かるたに詠まれている養蚕に関係する句を提示し

た。現在の自分たちの生活の周りには見られない

養蚕に，子どもたちは，「どうして蚕を飼っていた

のか？」と問題意識をもっていった。また，Ｒ子

からは「昔は家でもお蚕様を飼っていた」という

話が聞かれた。そこでその問題意識から，龍江地

区の養蚕について，調べる場を設けた。（第11時）

家の人や，地域の方から話を聴くことを通して，

子どもたちは，かつて龍江地区では養蚕が盛んに

行われたことを理解していった。（第12時）

かつて養蚕が盛んだったことを理解した子どもたちに，教師は，昭和52

年の龍江地区の地図を提示した。緑色に塗られた桑畑が広がる様子に「や

っぱり桑畑がたくさんある」と土地利用の様子を確かめた子どもたちに，

平成20年の龍江地区の地図を配布し，桑畑に色を塗ってみるように促した。

「あれ？全然ない」「これ，本当に同じ地図？」と，口々につぶやきの声を

挙げる子どもたち。地図で桑畑の場所を確かめていくなかで「桑畑が少な

くなっている」「大きさ・数が全然違う」「今は，果樹園が多くなっている」

という気付きが出されていった。この気付きから学習問題「どうして桑畑

はりんご畑にかわったんだろう」が設定された。（第13時）

「龍江かるた」は，「かるた遊びを通して身近なふるさと龍江を見

直したり，再発見・再確認したり，自分たちのふるさと龍江を愛す

る心を育てて欲しい」，という願いから，龍江公民館文化部が事業と

して取り組み，平成８年度に完成し，小学校・保育園に配布された。

刊行から１５年が経った平成２２年，「龍江かるた」が家にない家庭

も増えてきたこともあり，再版の声が地域から上がり，平成２２年

に公民館の事業として再版された。

「龍江かるた」は，全部で１００枚あり，身近な自然，特色ある

歴史や名所・旧跡，産業の今昔，変わってきた龍江の姿等が取り上

げられている。養蚕・製糸に関わる句も多く，８句が詠まれている。

子どもたちは，１年生の入学時に，公民館から１人１セットずつ

「龍江かるた」をもらっている。家で，かるたとして遊び，親しん

でいる子もいるが，多くはかるたの言葉が難しいこともあり，「見たことはあるけど，よく知らない」

ここになにか書いてある！

みんなお蚕様を飼ってたんだ

全然違う！

へぇ，そうなんだ！

『龍江かるた』
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② 養蚕との比較から「りんごのよさ」について考えていく場面（第14時）

③ 「人」に寄せて考えていく場面

教 師： 糸が売れなくなっちゃったけど，それは科学が進歩して，前，澤柳

さん，言っとったよなぁ，だから，りんごを作るようになった。あと，

ちょっとね，違う理由考えている人いるんだけど，Ｒ子さんいい？

Ｒ子： 桑畑だけど，りんご畑にかわった理由は，飯田市の偉い人が決めた 桑畑からりんご畑に変わって

のかなって思います。 きた１つの理由に，「お蚕様は

教 師： 誰か，「人」がいたんじゃないかなって予想してみたんだよね。（「人」 売れないで，りんごは高く売

と板書）つなげてみようか。Ｎ子さん。 れる」という経済的な面があ

Ｎ子： なんでりんご畑が多くなったかっていうと，昔の市長さんが「桑畑 ることを確かめた教師は，さ

だけじゃなく，りんご畑を作ってみないか？」っと言って，桑畑から らにその背景にあった「人」

りんご畑に変わった。 に目を向けて考えていくこと

教 師： そんな話，聴いたことある人，いる？ ができるように，「誰か偉い人

子ども： （首を横に振る） がりんごを作るように言った

教 師： 「市長さん」って知ってる？飯田市の市長さん。前の市長さんが「り からからではないか」と「人」

んごを作ってみないか？」って言ったんだって。Ｎ子さん，それはど に寄せて考えていたＲ子さん

こで調べてきたの？ を指名し，板書で「人」を位

Ｎ子： おばあちゃん。 置付けた【支援２①】。さらに，

教 師： そんな話，僕も，私も聞いたって言う人いる？Ｎ子さんの言った人， 家で飯田市長を務めた清水重

私も調べてみたんですが，こんな人が… 美さんについて聞いてきたＮ

（黒板に清水重美さんの写真を提示する） 子さんを指名した【支援２②】。

子ども： （首を捻りながら写真を見る） 教師は，Ｎ子さんの発言を受

教 師： お名前は…こうおっしゃるそうです。（「清水 け，子どもたちに清水重美さ

重美さん」のフラッシュカードを提示する。） んについて知っているか問い

Ｔ男： あっ！（声を挙げる） かけた。首を捻る子どもたち

教 師： 今，「あっ」っていう声，聞こえたよね？聞かせて。 の中で，Ｒ子さんは「館長さ

Ｔ男： １年生の時，確か，清水家具に行ったとき，聴いたことがあるような んから聴いた気がする」とつ

…。 ぶやきの声を挙げる。それを

Ｒ子： ３年の社会科で歩いたときに，館長さんから聴いた気がする…。 受けてＴ男君は「今村公園？」

Ｔ男： 今村公園？（つぶやく） とつぶやく。そこで教師は，

教 師： すごいね。ここ覚えてる？今村公園なんですが。（龍江発見隊の活動で， 龍江発見隊の活動で訪ねた今

今村公園に行ったときの写真を提示する）ここで指さしているのは… 村公園で公民館長さんが話し

子ども： 鳴海館長さん。 てくれた顕彰碑の写真を提示

教 師： 今村公園，行ったよね。ここで指さしているのは，何を指さしてい し，清水重美さんについての

るかっていうと… 説明をした【支援２③】。

子ども： 招魂碑？ 子どもたち

教 師： 招魂碑って言ったけど，ちょっと違って，顕彰碑って言うんだけど， は，その説

この石の裏に書いてあるんだけど，清水さんは後から，これ昭和４３ 明にじっと

年の新聞なんだけど，「飯田市長に当選」って書いてある。さっき寧 耳を傾け，

々さんが言ったように飯田市の市長さんになったんだけれども，その 自分たちが

清水重美さんがずっと若い頃に，この龍江にいらっしゃったんですっ 歩いて出会

て。そのことがここに書いてあるんだけど，こんなこと（顕彰碑に書 ったことと

かれている清水重美さんの事蹟を簡単にまとめたものを子どもたちに つなげて，

教師は，学習問題に対して自分の見方・考え方を発表するよう促した。Ｍ

さんは「服が出てきて，買う人が少なくなって，全滅しちゃったから」と発

言する。教師は，服の素材が生糸から合成繊維に変わってきたことを確かめ，

さらに蚕を飼うのには多くの手間がかかることを根拠にしているＲさんを指

名した。Ｒさんは，「りんごの方が高く売れるし，お蚕は手間がかかるから」

と発言する。「りんごは高く売れる」というＲさんの発言から，「りんごのよ

さ」に目を向けていくことができると判断した教師は，家で「りんごのよさ」

について話を聞いてきた，ＡさんとＭさんを指名した【支援１①】。 Ａさんは「桑畑よりもりんご

園の方がお金をもらえたから」と発言する。Ｍさんは「昔は絹糸が高く売れたから蚕を飼っていた。

そのため桑畑がたくさんあった。今は，糸が安くて，売れないこともあるから蚕を飼わなくなった。

そのため桑畑は無くなってしまった。その代わりにりんご畑ができて，

今でもりんごは高く売れる」と，家で祖父か

ら聞いてきたことを根拠に自分の見方・考え

方を話した。教師は，「りんごのよさ」を確か

めることができるように，家でりんご園を経

営しているＭさんを指名した【支援１②】。Ｍ

さんは「お蚕様は安くなって，りんごの方が

高く売れるようになったから」と，家で聞い

て来たことを話した。教師は，Ｍさんの発言

を受け，「りんごは，高く売れる」と，板書で

位置付けた【支援１③】。 りんごの方が高く売れる

新たな社会的事象との出会新たな社会的事象との出会新たな社会的事象との出会新たな社会的事象との出会

いから「人」に寄せて考えいから「人」に寄せて考えいから「人」に寄せて考えいから「人」に寄せて考え

始めていった子どもたち始めていった子どもたち始めていった子どもたち始めていった子どもたち

このように子どもたちは，養蚕とりんご栽培を比較しながら考え，「りんごは高く売れる」という事実を

確かめていくことができた。
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龍江と清水重美さんとのかか

わりを確かめていった。

子どもたちが「人」に目を

向けて考え始めたことを把握

した教師は，さらにりんご栽

培に努力した人の存在に目を

向けていくことができるよう

に，龍江で初めてりんごの栽

提示し，読む） 培を始めた松尾伝三さんにつ

子ども： （静かに聴いている） いて調べてきたＭ子さんを指

教 師： Ｎ子さんが言っていくれたように清水先生という人がいて，人が関係 名した【支援２④】。

しそうなんだけど，Ｍ子さん，もう一人，人のこと教えてもらってもい 「6年東組のＫ男君のひいおい

い？ じいさんが植えた」というＭ

Ｍ子： 龍江で一番初めにりんごの木を植えたのは，６年東組のＫ男君のひ 子さんの発言に，Ｎ男君は「野

いおじいさんが，植えた。 球のＫちゃんだ！」と大きく

教 師： Ｋ男君は，知ってる？ 声を挙げた。同じ学校でよく

Ｎ男： 野球のＫちゃんだ！ 知っている6年生のひいおじい

教 師： 野球のＫちゃんの… さんが，龍江で初めてりんご

Ｍ子： ひいおじいさんが植えた。 栽 培 を 始 め

教 師： そのこと，聞いたことある？ た と い う 新

子ども： ない！（口々につぶやく） た な 事 実 と

教 師： そのころみんなお蚕様を飼っていた頃に，初めてりんごを植えたの の出会いに，

が，野球のＫちゃんのひいおじいちゃん（松尾伝三さんの写真を提示） 子 ど も た ち

こんな方です は 驚 き を 感

Ｎ男： どっかで見た…（つぶやく）見たことある！ じ，そして，

Ｍ子： Ｍ子も…。 松 尾 伝 三 さ

教 師： お名前はＭ子さん，聞いてきた？ ん へ 関 心 を

Ｍ子： 伝三さん。 も っ て 新 た

教 師： お名前は，松尾伝三さんと言います。今から３年前に１０１歳で亡 な 追 究 を 始

くなられました。この伝三さんが，いつりんごを作り始めたかという めていった。

と…，清水先生が龍江に来たのは，昭和４年だったけれども，（昭和

５年のフラッシュカードを提示する）

子ども： ５年！？

④ 新たな社会的事象との出会いから見方・考え方を自己に問いかけていく場面

教 師： 伝三さんがりんごを作り始めた時に，こ

んなことを龍江のみんなに言われたんだっ

て。（フラッシュカードを見せながら）「お

前はバカか？」「気でもくるったのか？」

子ども： えっ！なんで

Ｍ子： お蚕様が大切だから…（口々につぶやき 教師は，子どもたちに，松

の声を挙げる） 尾伝三さんに思いを寄せ，松

教 師： 今，「なんで？」っていう声も聞こえたし，Ｍ子さん 尾伝三さんがどうしてりんご

は，「お蚕様が…」って話し始めたけど，ちょっと，今 作りに取り組んでいったのか

の話，聞いて思ったこと，書いてみて。 を考えていくことができるよ

子ども： （学習カードに自分の思ったことを記入する） うに，りんご栽培を始めた当

教 師： Ｒ男君は，どうしてバカって言われたのかその理由がよく分からな 時，周囲の人からは理解され

いって思ったんだね。 なかった事実を伝えた【支援

Ｒ男： なんで「バカ」って言われたのかがわからない。 ３①】。

教 師： だってさっき，りんごって良いって言ってたよね。だけど，作り始め 「りんごにはよさがあって，

たら「お前はバカか？」って。Ｒ男君は，なんでこんなこと言われるの 高く売れる」という事実と「お

か分からないって思ったんだよね。Ｒ男君からつなげられる人，僕は， 前はバカか？」「気でも狂った

私はこんなふうに思ったんだよって。Ｒ男さん，つなげてもらってもい のか？」と言われることのズ

い？ レに，子どもたちは「えっ！

Ｍ子： お蚕様の方が高く売れると勘違いして，言われたんじゃないかなっ なんで」と，驚きの声を挙げ

て思う。 た。Ｒ男君は「なんでバカっ

教 師： そうか。その頃はまだお蚕様の方が高く売れるって思ってたんだ。 て言われるのか，その理由が

Ｍ子さんからつながる人いる？ わからない」と，つぶやきの

Ｎ男： 僕は，お蚕様の方が服がきれいに作れて，いいことがあるから。 声を挙げた。Ｍ子さんは，「お

教 師： お蚕様の方がいいことがあるって思ったんだ。 蚕様が大切だから…」と，つ

Ｇ男： 前は，お蚕様の方が，大事だった。 ぶやき当時の時代背景を重ね

Ｒ男： 蚕が好きだったから，りんごを作ったらバカって言われたと思いま て，「バカ」と言われた理由に

す。 ついて考え始めた。子どもた

教 師： みんな，村の人はお蚕様が好きだったんだ。 ちが新たな社会的事象との出

Ｓ子： りんご園を始めたのは，いいことだなって思いました。訳は，お蚕 会いから立ち止まり，見方・

様ばっかりじゃなくていいと思います。お蚕様の方が，高く売れるか 考え方を自己に問いかけて始

らだと思います。 めたと判断した教師は，学習

教 師： でも，りんご園を始めたのは，いいことだって思ったんだ。Ｓ子さ カードに自分が思ったことを

清水重美先生は，昭和４年（1929）から12年間，龍江青年学校・龍江尋常高

等小学校の先生をされていました。その間に，龍江村の農業をよくするために

一生懸命努力を続けました。特に「龍江をりんごの特産地にしよう」という願

いをもって，自分から農家の人に説明をしてまわりました。 でも，その頃は，

どの家もお蚕様を飼っていたので，「りんごを作ってみよう」という人は，い

ませんでした。 しかし，清水先生は，あきらめずに努力を続けて，今，龍江で

りんごがたくさん作られるようになった基をつくっていきました。

新たな社会的事象との出会新たな社会的事象との出会新たな社会的事象との出会新たな社会的事象との出会

いから自分の見方・考え方いから自分の見方・考え方いから自分の見方・考え方いから自分の見方・考え方

を自己へ問いかけていったを自己へ問いかけていったを自己へ問いかけていったを自己へ問いかけていった

子どもたち子どもたち子どもたち子どもたち

子どもたちは，新たな社会的事象との出会い出会いから，「人」に目を向け，龍江でのりんご栽培につい

て考え始めていった。
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んの家もりんご園やっているよね。 記入する場を設けた。

Ｋ男： まだお蚕様飼っていたから。お蚕様を飼っていて，高かったからだ 「思ったことを書いてみま

と思います。 しょう」と，誰の立場でとい

教 師： こっち（蚕）の方が高い。 った視点を特別に位置付けず

Ｓ子： りんごはいらないかのかなって思いました。 に記入する場を設けたが，子

教 師： なんでいらないって思ったのかな？ どもたちは，Ｋ男君の「お蚕

Ｒ子： お蚕様は高く売れるから。 様を飼っていて高かったから」

Ｔ男： このままりんご園にすればいいのに。蚕の繭を売る方が安いのに， の発言のように，昭和初期の

お金をもらえるなら何でもよくて，りんごは，季節にしかできないか まだ養蚕が盛んだった時代背

らだと思います。 景を根拠にしながらから，「バ

教 師： 繭は，１年間に何回だっていったけ？ カ」と言った側の理由を考え

Ｔ男： ７回。 ていった。また，Ｒ子さんは，

教 師： りんごは確かに１回だけだものね。 言われた側の伝三さんの立場

Ｈ子： お蚕様は有名だったのと，りんごを作り始めて，りんごを有名にし に立って自分の思いを語った。

ようと思って，そういって言われたんだと思います。 教師は，そうした子どもたち

教 師： そうだよね。その頃は三大桑園だっけ。有名だったんだよね。 の発言を受け止め，板書で位

Ｒ子： 最初に育てて，最初にりんごが高く売れると思ったから。

教 師： 高く売れると思ったのは誰？

Ｒ子： 何で悪口を言われなきゃいけなんですか？何も悪いことをしていな

いのに。その頃はりんごのことをまだたくさん知らなくて，どのくら

い高く売れるかわからなかったから。私の家もりんごを作っていて，

おいしいといろんなものに使えるからだと思いました。

教 師： そうかぁ…。でも，その頃の人は，りんごのよさを知らない。

Ｓ子： その頃は，お蚕様を飼っていて，お蚕様の方が大事だと思っていたか

ら。

Ｍ子： りんごは食べるだけだけど，お蚕様は，服が着られる，ずっと着ら

れるかも知れないから，みんなに言われたと思います。

Ｇ子： りんごを植えるのは，初めてだから，ちょっとわからなくて言った

と思います。

教 師： そうかぁ…，初めてだものね。

Ｍ子： お蚕様の方が，大事じゃないのかなど，「一人でりんごを育てるの

は，恥ずかしくないのか？」なんて思われているんじゃないかなって

思います。あと，将来，金が稼げなくなるんじゃないかなと思われた

かもしれないなぁと思いました。

教 師： そうかぁ…。今，龍江にりんご畑はあるよね。 置付けていった【支援３②】。

そうすると，伝三さんは，りんご作りを… 子どもたちが周囲の理解を

子ども： 続けた。 得られない状況があったこと

教 師： あきらめずに続けたんだよね。なぜ続けられた を理解したと判断した教師は，

のかな？実際どうだったのか，誰に聞いたら分かる？ その中でりんご作りを続けた

子ども： Ｋちゃんに聴く！ 松尾伝三さんの思いを確かめ

教 師： 西村先生，Ｋちゃん，分かりますかねぇ？ ることができるように，松尾

西村先生 多分，分からないと思います。 伝三さんの息子さんの寿男さ

教 師： Ｋちゃんも分からない，伝三さんも亡くなっちゃったし… んの話を聴いてみる場を設け

子ども： Ｋちゃんのお父さん，おじいさんに聴いてみる！（口々につぶやく） ることにした【支援３③】。子

教 師： Ｋちゃんのおじいちゃん，知っとる？ どもたちもその問いかけに「聴

子ども： 知ってる！前，りんご園の花摘みの時に来てくれた（口々につぶや いてみたい」と声を挙げた。

く） ⑤ 見方・考え方を広げていっ

教 師： そう，この頃，伝三さんがどうだったのか，どんなことを考えてい た場面

たのかお話を，息子さんの寿男さんにお話を聴いてきました。

子ども： 聴いてみたい（つぶやく）

（VTR で松尾寿男さんのお話を聴く場を設ける）
見方・考え方を自己へ問い見方・考え方を自己へ問い見方・考え方を自己へ問い見方・考え方を自己へ問い

かけ，広げていった子どもかけ，広げていった子どもかけ，広げていった子どもかけ，広げていった子ども

たちたちたちたち
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子どもたちは，テレビの画

面をじっと見つめ，松尾寿男

さんの話を聴いていた。子ど

もたちが，松尾寿男さんの話

から何かを感じたと判断した

教師は，話を聴いて感じたこ

とはないかと問いかけた【支

援４①】。もこさんは，「から

かわれても頑張って，とって

もくろうした」と，感じたこ

とを話す。教師は，松尾伝三

さんの取り組みをさらに実感

することができるように，割

り箸を提示しながら，りんご

の実ができるまでどのくらい

の時間がかかったのか問いか

けた【支援４②】。

子どもたちは，その問いか

けに「７年，８年」とつぶや

子ども： （松尾寿男さんのお話をじっと聴く。） きの声を挙げる。教師は，そ

教 師： （黒板に松尾寿男さんの話を貼る）お話を聴いて， の間，収入がなかったことを

わかったこと，何か感じたことある人，いるかな？ 確かめた。そして，松尾伝三

Ｍ子： からかわれても頑張って，とっても苦労した。 さんの取り組みが，だんだん

教 師： 簡単じゃなかったんだね。８ｍってどのくらいだっけ。この教室の と地域で認められ，りんご栽

縦ぐらいだよね。（割り箸を見せながら）最初のりんごの木って，こ 培が龍江地区で広がっていっ

んなのを植えていったんだよね。でも，りんごはすぐにはならない。 たことを理解することができ

何年ぐらいかかるって言ってたっけ？ るように，明治10年から平成2

子ども： ７年，８年(口々につぶやく） 2年までの桑畑とりんご畑の面

教 師： そのごらいかかるって言ってたよね。その間，伝三さんは，お金を 積の変化を示したグラフを提

儲けることができたかっていうと… 示し，Ｍ子さんの家では，い

子ども： できない。 つからりんご園を始めたのか

教 師： だから，村の人たちからなんて言われたかって言うと…。でも，伝 Ｍ子

三さんは，続けたんだよね。あと，何か思ったことある人，いる？ さんに問いかけた【支援４③】。

Ｒ子： とっても大変だったけど，それを乗り越えてやった。 Ｍ子さんは，その問いかけに

教 師： ちょっと小さいけど，見てもらっていいかな。（桑畑とりんご畑の

耕地面積の変化を示したグラフを提示する）緑は，学校の校庭，幾つ

分の桑畑があったかっていう，最初に所，２３って書いてあるよね。

下の所は，伝三さんがりんごを作り始めたのは何年だっけ？

子ども： 昭和５年。

教 師： 昭和５年っていうと，どの辺だかわかる人いる？指させる？この間

になるんだけど，このころりんご畑は，龍江には無かったんだよね。

伝三さんが始めたのがこの間なんだけど，赤いのがりんご畑です。さ

っき，「だんだん」って言ったよね。Ｍ子さんの家でりんご園始めた

の，いつだったっけ？

Ｍ子： 昭和２４年。 「64年前」と答える。しかし，

教 師： 何年前だっけ？ グラフをじっくりと見る時間

Ｍ子： ６４年前。 をとらなかったこと，子ども

教 師： （グラフを指しながら）Ｍ子さんの家がりんご園始めたのは，この辺。 たちの意識に沿った資料の提

どう見える？ちょっと赤いの。Ｍ子さんの家は，２４年。Ｓ子さんの 示でなかったことから，子ど

家は，周りがりんご畑になったんだよね。そうしたらさっきの消毒の もたちは，そこから充分に「桑

関係があって，他のものを作るのが難しかったんだよね。さっきＲ子 畑からりんご畑に変わってき

さんも言ってたよね。だんだんとりんご畑が増えてくると，Ｒ子さん た」ということを読み取るこ

の家もりんご園になってきた。Ｓ子さんの家も，それまで違うものを とができなかった。

作っていたんだけど，りんごに変えてきたんだよね。さて，今日は１ 最後に，１時間の追究の過

時間，どうして桑畑はりんご畑に変わってきたのかなっていうことを 程を確かめることができるよ

みんなで考えてきました。じゃぁ，最後の所，一番下の所に振り返りの うに，学習カードに振り返り

所に，今日学習してきてわかったこと，思ったこと・感じたこと，題名 を記入する場を設けた【支援

つけられる人は付けてみて書いてみようか。書いてみましょう。 ４④】。

子ども： （学習カードに振り返りを記入する） 子どもたちは，周囲から理解

教 師： 発表できる人いますか？ されないなかで，信念をもっ

Ｍ子： 題名「そうなんだ！」で，私は，りんご畑だけど，こんな伝説っぽ てりんご栽培を続けた松尾伝

いことがあってびっくりしました。 三さんに思いを寄せ，「あきら

Ｓ子： 私が思ったことは，みんな始め「バカ」って思っていたけど，りん めなくてすごい」と，思いを

ご園を信じて始まったんだなぁって思いました。 語っていった。

Ｒ子： 初めて作ったから，悪口を言われちゃったけど，あきらめなくてす 学習問題に対して最初「お

ごいと思いました。 蚕様を飼う人がだんだん少な

Ｒ子： 題名「りんご畑はすごい」，りんごの木は，１年間で伸びるので長 くなったから」と，見方・考

いです。だけど，桑の木よりもりんご畑にどんどん変えていったとこ え方をもっていたＳ子さんは

ろがすごかったです。 「そんな意味があって桑畑か

Ｈ子： 松尾さんは，「お前，バカか」って言われたけど，あきらめずにり らりんご園になったんだと思

この龍江にりんごが始まったのは，だいたい80年前の少し前からりんごが作られるようになった。そ

れまでは日本で一番養蚕，お蚕さんが盛んなところだった。絹が中心で作られていたけれども，お蚕が段

々衰微するというか，下火になっていった。そこでりんごが作られるようになった。

その初めは，家の父が長野の試験場で勉強してきてここに植えたのが始まり。それが丁度80年少し前。

それで段々りんごが発展してきて，龍江一等の産業になった。それは，ここの気候がいいこと，日中の温

度の格差があるとか，赤土で，夕日が当たって，とてもおいしい果物が採れる土地条件だった。まぁ，欠

点はでこぼこした平らな土地ではないから，作業をするには大変だけれども，とてもおいしいりんごが採

れる産地だった。

「将来は果樹がいいよ」と，教わってきて，お蚕の畑を全部抜いて，りんごに切り替えた。それが昭和

５年ですから，約80年前。そこへ細い箸くらいの苗を８ｍに１本ずつ植えたから，村中の人たちはびっく

りしちゃった。その木からりんごがなるには６年から８年くらいかかる，それまでりんごは全くならない，

村中の人は，父のことを「あれは気違いだ」と，言って「そんな木にりんごがなったら，俺の首をやるわ」

って言うくらいなことを言われとった。それが７～８年たってなりだして，それが段々売れるようになっ

たから，龍江の人も安心してだんだん植えるようになって増えていった。それがいつの間にか養蚕が全く

なくなって，龍江一等の産業にりんごがなったという経過です。だから，それまでの間の親父の苦労とい

うのは，大変だった思います。８年くらいは全くお金がとれなくて，生活も苦労したし，設備とかするか

ら大変だったんです。

そうですね。「絶対これでやるんだ」っていう意志の強さっていうのかな，自信もってやるっていう，気

持ちだけでやった，従って人に気違いで，笑われても頑張った，その結果がこの龍江の産業の素になった。
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んご園を作ってすごいなぁと思いました。 いました」と話し，桑畑から

Ｓ子： 題名「知らなかったな～」私は，そんな意味があって桑畑からりん りんご畑に変わっていったこ

ご園になったんだぁ～と思いました。りんご園が高く売れてよかった とに対して自分の見方・考え

なぁと思いました。なってよかったなぁって思った。 方を広げていった。

Ａ子： 題名「いろいろわかってよかった」。伝三さんは，バカにされても また，Ｓ子さんは，「りんご

りんごを育てていたところがすごいと思いました。りんごは，昔は人 園が高く売れてよかったなと

気じゃないことがわかってよかったです。 思いました」と語る。自己に

教 師： はい。今日は，そんなことが見えてきた。松尾さんのりんご園に行 問いかけながら，松尾伝三さ

ってみたいなって思った人いる？ んの姿に思いを寄せ，追究し

子ども： （手を挙げる） ていった姿をそこから感じる

教 師： こんな太い木がある，寿男さんが「また，いつでも」っておっしゃ ことができた。

っているので，また行って，自分の目で確かめてみましょう。

子どもたちは，松尾寿男さんの話を聴き，苦しい中でもあきらめずにりんご栽培を続けた松尾伝三さん

に思いを寄せながら，桑畑からりんご畑に変わっていったことについて，自分の見方・考え方を広げてい

った。
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⑥ 見方や考え方を自己へ問いかけながら，広げていく１時間(第14時)の様相⑥ 見方や考え方を自己へ問いかけながら，広げていく１時間(第14時)の様相⑥ 見方や考え方を自己へ問いかけながら，広げていく１時間(第14時)の様相⑥ 見方や考え方を自己へ問いかけながら，広げていく１時間(第14時)の様相

子どもたちの学びの姿の考察から，見えてきたものを次のような様相図にまとめた。

⑦ 見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく過程の考察⑦ 見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく過程の考察⑦ 見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく過程の考察⑦ 見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく過程の考察

子どもたちの学びの姿の考察から，見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく学びの過程を考えてみたい。

見方・考え方を自己へ問いかけ，広げていく過程には，新たな社会的事象との出会いから，それまでの見方・考

え方では説明することのできない「今までの自分の見方・考え方とのズレ」が生まれ，そこから，見方・考え方

を見返し，自己へ問いかけていくことや，そこから見方・考え方を広げていく必要感が生まれていくことが見え

てきた。

また，子どもたちは，追究の過程で，それまで自分たちが地域を歩き，そこで出会ったことをつなぎ，問題を

自分たちに寄せて考えていった。自分たちの住む地域から学ぶ場を設けることで，子どもたちは，そこに驚きを

感じ，そして，そこに新たな発見をしていくことができた。

このような追究の姿から，１時間の授業構想に加え，地域から学ぶ場を設けていく単元構成の重要性，また，「人」

に焦点をあて，その生き方に触れていくことの重要性もみえてきた。

そこで，見方・考え方を自己に問いかけ，広げていく学びの過程を鮮明にする支援のあり方について研究を深

めていきたいと考え，以下に研究の重点を据える。

⑧ 研究の重点⑧ 研究の重点⑧ 研究の重点⑧ 研究の重点

重点１ 見方・考え方自己に問いかけ，多面的に広げていく地域素材の教材化のあり方

重点２ 「人」に焦点をあてた単元構想のあり方

自分で歩き触れてきたのもの

【支援１②③】

【支援２①②④】

【支援３①】

学習課題 松尾伝三のことを知っている松尾寿男さんの話を聴けばわかりそうだ

【支援３③】

【支援４④】

こんな伝説っぽいことがあってびっくりした。

あきらめずにやり続けてすごいと思った。

教師は，見方・考え方を自己に問い

かけ，広げていくために，新たな社会的

事象との出会いの場を設け，今までの自

分の見方・考え方とのズレを鮮明にでき

ることを大切に考え，支援を行った。

生糸を買う人が少なくなったから。

自己への問いかけ

どうして桑畑はりんご畑に変わってたんだろう

少なくなった桑畑

学習問題

『龍江かるた』 龍江発見隊！

「ヒビ」っておいしい

あれ？全然ない。

今は，果樹園が多くなっている。

生お蚕は手間がかかる。りんごは高く売れる。

お蚕様は安くなって，りんごは高く売れるから。

りんご作りにかかわった人

野球のかっちゃんだ！

周囲に理解されなかった松尾伝三さん

信念をもってりんご栽培を続けた松尾伝三さん

えっ！なんで？

なんで「バカ」って言われるのかわからない…。

そんな意味があって桑畑からりんご畑になったんだな。

りんごが高く売れてよかったです。

お蚕様を飼う人がだんだん少なくなったから。

今村公園で
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（３）「もっと知りたいな！」って思った

①授業後の子どもたちの姿から

「龍江かるた」を視点に地域を歩く活動に取り組んできたまとめとして，子どもたちに「『かるた』

から始まった活動だったけど，今，自分のオリジナルかるたが作れそうかな？」と，問いかけてみた。

「うん！できる」「おもしろそう」と，子どもたちはかるた作りに取り組んでいった。

Ｔ男は，「招魂碑 みんなの魂 眠ってる」というかるたの句を考えた。最初

は「ただの石」だったものが，実際に足を運び，地域の方から話を聴くことを通

して，見方・考え方を変えていったＴ男の姿がその句から伝わってきた。Ｒ男は

「雲板が とってとられて 定継寺」という句を作った。定継寺の見学で，お寺

の方から説明があったことがしっかりとＲ男のなかに残されていることを感じさ

せられた。実際に自分の目で見て，触れたことで残っていくものがあることを改

めて感じさせれた。また，学習したりんご栽培に寄せて，Ｍ子は「初めのりんご

は 松尾さん」そんなかるたの句を作っていた。

活動の振り返りでは，「龍江のことが知れてよかった」「『龍江ってどんな所？』って聞かれても大丈夫

になった」「昔からあるものに意味があることがわかった」「龍江って広いなって思った」「もっと龍江の

ことを知りたいなって思った」等，実際に自分の足で龍江を歩き，そこでの出会いから自分たちの住む

地域を見つめ直し，そこに楽しさを感じていった子どもたちの思いが語られていった。

②研究の成果と残された問題点

○「社会科って楽しいな！」って感じることのできた子どもたち

３年生でスタートした社会科学習で，素直な目と気持ちで社会的事象と出会い，そこで生まれる

問題を考えること，「人の出会い」に楽しさを感じ始めている子どもたちがいる。こうした子ども

たちの思いを大切につなげていきたい。

○学びの場をどのように構成していったらよいのか。

教師が意図した枠のなかでの追究になってしまい，子どもたちが自分たちで「もしかしたら～

んなじゃないかな？」「あっ，そうか，わかった！」といった学びを広げていく場面を充分に創る

ことができなかった。子どもたち自らが学ぶ場をどのように位置付けていったらよいのか考えてい

きたい。

館長さん，見て！
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