
５年 社会科 

竜丘小学校 

１ 単元名 ５学年 「わたしたちの生活と工業製品」 

 小単元名 「自動車部品をつくる工業 トヨタを支える宮内産業の革製品」 

２ 単元設定の理由 

これまで子ども達は、長野トヨペット飯田店の協力で自動車に実際に乗り込んでみたり、さわった

りしながら自動車に関心を高め、トヨタの元町工場の見学を行うことを通して、自動車が組み立てら

れる過程を学習してきた。 

 この学習では、自動車が組み立て工場で組み立てられる行程と研究・開発に関わる部分のみの学習

であり、トヨタのモットーである「良い品・良い考え」という言葉は言えても、その努力や工夫など

は子どもたちにとって漠然としたものに過ぎないため関連的な思考を深めることができなかった。 

そこで世界一の自動車会社であるトヨタを支える自動車部品工場を単元として取り上げ、そこでな

されている質の高い製品造りを見学・観察することによって、製品造りにかける工場の人々の工夫や

思いに気づかせたいと考えた。 

 飯田市にはオムロンでキーレスエントリーの電気部品、多摩川精機でハイブリット車のモーター部

品、宮内産業では革ハンドルや革シートの革などが製造されている。この中で、自動車部品工場をよ

り身近に感じながら学習を深めるために、竜丘小学校から近くで実際に工場見学ができること、でき

るだけ自動車部品として子どもたちが認識しやすい製品を造っていること、製造工程で製品となって

いく過程がわかりやすいことなどを考慮して宮内産業の製造する革製品を教材化したいと考えた。ま

た、宮内産業ではトヨタの厳しい品質に応えようと研究開発を行ったり、機械をイタリアやドイツか

ら購入したりするなど、１枚１枚を丁寧に作り上げ、その製品の質の向上に努めている。しかし、原

料が天然素材なので１枚の革の中で規格にあった製品として使用される部分が少なく、多くが捨てら

れてしまうという現実もある。このような事実から、自動車部品として「良い品」を造るための努力

とともに、ゴミとして捨てられる部分が少なくする努力と結びつけて考え、宮内産業で働く人々のゴ

ミとして捨てられる部分を少なくしたいという思いに触れることで、関連的な思考を深めたいと考え

た。さらにこの飯田市にも日本の中心的な工業である自動車工業で、たゆまぬ努力を続ける自動車部

品工場があることを理解することによって、地域に対する自信や誇りが育まれることを期待し、本単

元を設定した。 

３ 単元の展開と実践事例からの考察 

【飯田にも世界一の自動車会社トヨタの関連工場があるんだ！！  

・・・  身近に感じ、意欲的に工場見学し、発表する子どもたち】  （第 1 時～第 9 時） 

  

 

 

 

 

 

 

 工場見学を終えて、わかったことを出し合った。原皮が南米やニュージーランドから送られている

こと、革を製造する重要な機械はヨーロッパから購入していること、いくつもの行程を経て 1 枚の革

飯田にもトヨタの関連工場があるのだろうか 

宮内産業はトヨタの革ハンドルの革の３／４を生産している。宮内産業は世界一の自動車会社

であるトヨタに認められる革をどのように造っているのか見学して、まとめよう。 

＜予想＞ 飯田は遠いからないと思う。 

＜資料＞トヨタから品質優秀賞や優良賞を受賞した飯田にある関連工場についての新聞記事 



製品が完成するのに 1 週間かかること、1 日に 1000

頭分の革を製造していることなどをまとめた。 

 さらにわからない疑問点は、昨年まで宮内産業で

37 年間勤め、定年退職して本校の用務員として働い

ている方にお話を聞いた。 

 

【この革でも使われないの！？ 

・・・ トヨタの厳しさを知り、でも「よい品」のため

には仕方がないとわりきる子どもたち】 （第 10 時） 

 ハンドル用の革で型抜きしながらも、規格外とし

て捨てられる革をいただいた。出荷されないで捨てられる革製品を観察したり、ほとんど傷がわから

なくても返品されるハンドルを観察したりして気づいたことや思ったこと、考えたことを発表しあっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔学習カードより〕 

 

 

 

 

〔考察〕 

 実際に自分の目で見て、さわって、規格外として捨てられる革製品を観察した。子どもたちにはど

こがいけないのかほとんどわからない製品である。この観察を通してトヨタが宮内産業に対して要求

する品質の厳しさを感じることができた。しかし、子どもにはどこがいけないのかわからないのに、

既習のトヨタの「よい品」と結びつけて、使われないのは「よい品」のためだから「仕方がない」と

納得している子どもが多い。子どもの視点も、宮内産業の人たちというよりはトヨタの側で納得して

しまっている。それは、子どもたちにはなかなか縁のない革製品の「質」で考えさせるのは難しく、

「よい品」によって世界一になったトヨタの側から考えることはできても、製造している宮内産業の

人の立場から、使われないことに対して考えられる子どもはほとんどいなかった。 

出荷されないで捨てられる革製品や使われない革ハンドルを見て思ったこと感じたことを出し合おう。 

〔捨てられる革製品を見て〕 

・表面：きれい、使えそうなのに。→もったいない。 

・裏面：傷がある。でも裏を見ないとわからない。 

・厚さがそろっていて質がいい。→すごい。 

〔使われないハンドルを見て〕 

・どこがいけないのかわからない。 

・傷がはっきりわかるのもあったけど、わからない

のもあった。 

 Ｍ男 ： すごい厳しい。トヨタは品質に関して厳しい。 

 Ｓ男 ： トヨタは厳しいと宮内産業の人は思っているけど、それは

お客様のためだから仕方がないことだから宮内産業の人

は喜んで造っている。 

Ｍ子 ： ５年間の保証をしているから、トヨタは宮内産業の革を厳

しく見ている。仕方がない。 

Ｍ男：革のけんさはきびしいけど、お客様のためだから、そういうところから見ればきびしいんじゃなくてしょうが

ないと思った。 

Ｋ子：トヨタはきびしいと思う。でも、きびしくしているのはお客様のために満足してもらうのが１番大切。 

 

 

どこがいけないのかわからないのに、その革製品を使わないトヨタは厳しいのか。 



【こんなにたくさん捨てられちゃうの！？ もったいないんじゃないか。 

・・・ 捨てられる量を見て、使われない革製品について問い直す子どもたち】  （第 11 時） 

 そこで、使われないで捨てられてしまう革製品が１日に家庭用の埋め立てごみの袋でどれくらい出

ると思うか「量」の視点から発問した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔学習カードより〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔考察〕 

使われないで捨てられる革の量が自分たちの予想をはるかに超える

ものであったことに驚きを持ち、「仕方がない」と納得しかかっていた

子どもたちは、立ち止まり「仕方がない」と割り切っていいのか考え

始めた。 

宮内産業の人の立場で「せっかくがんばって造ったのに」「牛の命を

もらっているのに」という思いと「お客様のためには仕方がない」と

いう思いの間で揺れている。Ｋ子は右の日記のように悩みながらこの

両者をどう結びつけたらいいか考えている。Ｍ男は初め、「もったいないと思うし、仕方がない。お客

様に届けられないんだから。」と両方の立場の間で考えているが、Ｍ子の発言から「だから宮内産業の

人は両者をいかすために工夫をしているのだ」と、これまで学習してきた宮内産業の努力や工夫を「使

われる部分をできるだけ多くするための工夫」と意味づけ、捉え直している。学級一人一人が、この

Ｍ男のような思考へと深まるように、宮内産業の人への思いを深め、これまでの学習を捉え直すため

 Ｔ：仕方がないと思う人がたくさんいるけど、使われない革製品は結局どうなるの？ 

 Ｃ：ゴミ 

 Ｔ：宮内産業で使われないでゴミになる革製品って家庭用の埋め立てごみの袋で１日にどれくらい出ると思う。 

 Ｃ：（袋の）半分。（掲示してある使えない革の部分をさして）あれも入るんだら？じゃあ、１袋と半分。 

 Ｔ：実は宮内産業からゴミももらってきました。（2 袋のゴミを提示すると「えーっ」の声）これだけじゃないんだに。

（もう２袋を提示）この３倍の量が１日に出ます。何袋になるの？どう？ 

 Ｃ：１２袋。あり得ない。もったいない。せっかく造ったのに。 

Ｙ子：牛の命をもらって革を造っている。牛がかわいそうだし、もったいない。 

Ｔ男：せっかくがんばって造った革が捨てられるなんてもったいない。 

Ｍ男：ぼくはもったいないと思うし、仕方がないと思う。牛の命をもらって造っているのに半分も捨ててしまうなん

てもったいない。でも、お客様のために造っているんだから届けられないんだから仕方がない。 

Ｍ子：もったいないから宮内産業の人は捨てる量を少なくしたいと思っているけど、そのための機械を入れたら高く

なってトヨタに買ってもらえなくなるんじゃないか。 

Ｋ男：Ｍ子さんの意見で宮内産業の人は多く使ってもらうために、もっと多くの革を造りたいと思っていて、たくさ

ん車につかわれたいと思っているけど、トヨタはそれを使ってくれないのもあるから仕方がない。 

Ｍ男：Ｍ子さんと同じで、ごみになる革を少なくしたいと思っていると思う。それで、それをもう実行している。前

に調べたことになるけど、研究してどうすれば傷があっても塗装とかで見えなくするかとか見えなくしてい

る。 

 多くの部分の革製品が捨てられるのは仕方がないのか。もったいないんじゃないか。 

Ｍ男：牛の命をもらったりして、もってきた革の３分の２を捨てているのはもったいないと思う。でも、お客様にわた

せるのは３分の１でもったいないと思うし、仕方がない。 

Ｋ子：お客様に満足してもらうためにトヨタも宮内産業もやっている。仕方がないと思うけど、使われているのは牛。

その革に使ったいろいろな物がもったいない。 

＜Ｋ子の日記から＞ 

・・・革がたくさん捨てられてい

る。けどお客様のため、仕方がな

い。私はなやんだ。やっぱりわか

らなかった。むずかし～。 



の手だてが必要となった。 

【やっぱり宮内産業の人も、せっかく造った革の多くの部分を捨てるのは悲しい。 

・・・できるだけ多く使えるように努力・工夫していることを実感する子どもたち】 （１２時） 

 前時のＭ男の思考をクラス全体に広めるため、前時に出された「牛の命」の意見を採り上げ、宮内

産業にある「鎮魂碑」の写真を提示して、原料となる牛に対して鎮魂祭を行っている宮内産業の人の

思いについて考えた。 

 

 

 

 

 

 

  この意見から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔学習カードより〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮内産業の人たちは、多くの部分の革製品が捨てなくてはいけ

ないことに対してどのように思っているのだろうか。 

Ｍ男：すごく悲しく思っていてなさけない。トヨタに認められる革を少ししか作れない。もっとぎじゅつがあれ

ばいっぱい革をつかえるのに。捨てられる革を見てつくづく思う。 

Ｋ子：もし、もったいないと思っていたとしてもトヨタとかに「革がもったいないんで使ってください！！」と

言ったって下手すれば宮内産業の革を使われなくなってしまうから仕方なく、お客様のために仕方ないと

考えなきゃいけない。その気持ちをちんこん祭で伝えている。 

宮内産業の人たちは、どうして鎮魂祭をしているのだろうか。 

 

・皮になる牛に感謝の気持ちを表している。・ありがとうの気持ち。 

・安らかにねむってという気持ち。・使わせてくれてありがとう。 

・せっかく革になってくれたのに、たくさんの部分を捨てなくていけ

なくてごめんねという気持ち。 

Ｔ男：一生懸命に造った革がほんの少しの傷で捨てられてくやしい。 

Ｍ子：宮内産業の人は悲しいし、せつない。でも、そんなことは言っていれば、トヨタに送る革が傷だらけになっちゃ

うし、宮内産業の人は認められなくなる。 

Ｔ男：せっかく外国からお金を払って革をもらっているのに捨てなきゃいけないのは宮内産業の人は悲しいと思ってい

るし、もったいないと思っている。せっかく造ったのに捨てなきゃいけないのはショックだ。 

Ｋ子：もったいないと思っててもトヨタとかに「革がもったいないので使ってください！！」と言ったって無理に決ま

っていて下手をすれば、宮内産業の革を使われなくなってしまうから、仕方なくお客様のために仕方がないと考

えなきゃいけない。 

Ｓ子：本当にもったいないと思っていると思う。何かに使えないかと思っていると思う。Ｋ子さんといっしょで、でも

トヨタに納められなくてはいけないし、傷がある革ではトヨタに納められなくなってしまう。 

Ｋ男：工場長さんにインタビューしてみよう！！（国語で「インタビュー名人になろう」を学習しているので） 

 ※「工場長さんの思い」の資料を配布し、工場長さんの思いを読んで思ったこと、考えたことを学習カードに記入した。 

【工場長さんの思いの資料】 

 ・・・牛の皮は、みなさんのはだの色と同じように、１枚１枚、色

もかたさもちがいます。それでもすべての皮を同じように「よい品」

にし、トヨタがほしいと思うような革製品にしなければなりません。

ほとんど傷がわからないような革製品まで捨てなければならないの

は正直、悲しいです。お客様がよく見ても、どこに傷があるのかわか

らないような革製品やハンドルが使われないでゴミになってしまう

のは悲しいのです。 

 ですので、わたしたちはできるだけ捨てる部分が少なくてすむよう

に、多くの部分が使えるように工夫をしながら革を造っています。 

Ｍ男：やっぱり工場長さんも仕方がない

というより悲しいと思っていて、

ぼくと同じだと思った。きずが分

からないハンドルがゴミになるの

はなぜだと思った。 

Ｋ子：やっぱり本当にもったいない、悲

しい。かわいそうと思っている。

そのためにできるだけ捨てる部分

が少なくてすむように多くの部分

が使えるように工夫している。 

〔

学

習

カ

ー

ド

〕 



〔考察〕 

 鎮魂碑の写真から、宮内産業の人たちがどのような思いで製品造りをしているのか、子どもたちが

考えることができた。原料となる牛に対してどのような思いで鎮魂祭をやっているのか考えることを

通して、宮内産業で働く人たちが、「規格にあわせて工業製品を製造している姿」から「原料の牛に感

謝の気持ちを込めて製造していること」へと理解を深めた。その思いと多くの部分が捨てられてしま

うことをつないで工場長さんの思いを知ることで、自分の考えと重ねながら工場長さんの思いを理解

することができた。Ｋ子は「やっぱり」という言葉を使い、だからできるだけ捨てる部分が少なくて

すむように工夫しているとより深く理解することができた。Ｍ男は、第 10時で「お客様のために仕方

がない」と割り切って考えていたことを「きずがわからないハンドルがゴミになるのはなぜだ」と改

めて問い直している。この言葉の奥には、無意識にしてもトヨタの過剰品質に対するＭ男の疑問を読

み取ることができる。さらには第 11時の「お客様のために造っているんだから届けられないんだから

仕方がない。」という発言と考え合わせると「お客様」＝消費者の求める過剰品質に対する問いかけに

まで考えを深めていることがわかる。 

 

【トヨタはごみを出し過ぎている 

・・・「良い品」造りの陰に大量のごみが出ていることに気づくＭ男】  （13 時） 

 宮内産業の学習のまとめにあたって、「宮内産業を学習して

きて思ったこと・考えたこと」を書いた。単元のはじめの方

では「捨てる部分が多いのはもったいないけど、仕方がない」

と悩みながらも判断してきたＭ男であったが、まとめにあた

って宮内産業の革は「良い品」造りの一部品に過ぎない、他

の部品のことも考えると「とてつもない大量のごみ」が捨て

られているということに思いを寄せている。「どうせ使えばよ

ごれるんだから目に見えないすごく細かな傷などいいのでは

ないか」と過剰品質な自動車会社、消費者の姿勢に疑問を感じている。 

 

【宮内産業の人たちお礼の手紙を書こう。】  （14 時） 

単元の最後として宮内産業の方へお礼の手紙を書いた。Ｋ子

は 13時の「思ったこと・考えたこと」で「宮内産業は牛などを

使って革を造っている。でもその革は捨てられている。トヨタ

は厳しいと思った。トヨタは牛のことを考えているのか」と書

いた。そしてお礼の手紙では「革のキズを手でさぐって見つけ

ている。人じゃなくて機械とかがやってくれそうなことを人が

やっている。だから私は機械じゃ分からない、本当に小さいキ

ズを見つけているのかなと思いました。」と書いている。この文

の背景にはトヨタの姿勢と対比させて原皮に対して感謝して製

品を造っている宮内産業の人の温かさを感じている。機械ばか

りに頼らず、人が心を込めて良い品を造り上げていることに思

いを深めた姿である。 

 

 

 



４ 関連的思考の深まり 

    縦軸に「思考力」を、横軸に「自己との関わり」を設定し、「自動車部品をつくる工業 トヨタ 

を支える宮内産業の革製品」の授業の中での発言や見返しをどのような関連的思考が働いているか 

分析してみた。 

   広がり 

深まり 

Ａ 自分の生活と 

結びつけてみる 

Ｂ 既習の学習と 

結びつけてみる 

Ｃ 資料と資料を 

結びつけてみる 

Ｄ 友の学びと 

結びつけてみる 

ア 

事象を事実と

してみる 

(事実認知) 

  すごい厳しい。トヨタは

品質に関して厳しい。（第

10 時 Ｍ男） 

 

イ 

事象を比較し

たりつなげた

りしてみる 

 ５年間の保証をして

いるから、トヨタは

宮内産業の革を厳し

く見ている。仕方が

ない。（10 時 Ｍ子） 

革のけんさはきびしいけ

ど、お客様のためだから、

そういうところから見れ

ばきびしいんじゃなくて

しょうがないと思った。

（第 10 時 Ｍ男） 

 

ウ 

事象のもつ要

因をみる 

やっぱり工場長さ

んも仕方がないと

いうより悲しいと

思っていてぼくと

同じだと思った。

傷がわからないハ

ンドルがゴミにな

るのはなぜだと思

った。 

（第 12 時Ｍ男） 

もしもったいないと思っていたとしてもトヨタ

とかに「革がもったいないんで使ってくださ

い！」と言ったって下手すれば宮内産業の革を

使われなくなってしまうから仕方なく、お客様

のために仕方ないと考えなくちゃいけない。そ

の気持ちを鎮魂祭で伝えている。 

（第 12 時 Ｋ子） 

Ｍ子の意見で宮内産

業の人は多く使って

もらうためにもっと

多くの革を造りたい

と思っていて、たくさ

ん車に使われたいと

思っているけどトヨ

タはそれを使ってく

れないものもあるか

ら仕方がない。 

（第 11 時 Ｋ男） 

エ 

事象の持つ意

味を多面的・総

合的にとらえ

る 

革のキズを手で探ってみつけていたり、機械

とかでやってくれそうなことを人がやってい

る。だから私は機械じゃわからない本当に小

さなキズを見つけているのかなと思いまし

た。私はすごいと思いました。宮内産業がゴ

ミを減らす努力をしているので私もゴミを減

らす努力をしたいです。 （第 14 時 Ｋ子） 

Ｋ子さんと同じでごみになる革を少なくした

いと思っていると思う。それでそれをもう実

行している。前に調べたことになるけど、研

究してどうすれば傷があっても塗装とかで見

えなくするかとか見えなくしている。 

（第 11 時 Ｍ男） 

やっぱりトヨタはゴミを出しすぎていると思う。宮内産業から出るゴミは車の部品の中のたっ

た１つ。それだけでとてつもない量の革がすてられる。悲しいと思っている。どうせ使えばよ

ごれたりするんだから目に見えないすごくこまかなキズなどはいいと思った。（第 13時Ｍ男） 

〔考察〕 

「すごい厳しい。トヨタは品質に関して厳しい。」と事象を事実としてみていたＭ男であるが、事象

のもつ要因を考えられるようになり、学習してきた宮内産業の工夫とごみの減量とを結びつけて考え、

関連的な思考が深まっていることがわかる。さらに単元のまとめである第 13 時には、これまでの自動

車工業の学習を総合的にとらえ、また、学習していない他の部品のことにも思考を広げ、「良い品」

を造るだけではいけないのではないかというＭ男なりの考えが生まれている。 

また、Ｍ子は鎮魂祭を行う理由についてトヨタの「よい品 よい考え」というコンセプトと関連工

場としての苦悩とを結びつけて考え、単元の終末では、ゴミを減らす工夫・よい品をつくる工夫と宮

内産業で働く人々のものづくりにかける思いに触れている。そういう点では信州社会科教育研究会の

全県研究テーマ「温かい人間の心とともに培われていく社会科の学び」の目指すところと考える。 

 

思

考

の

深

ま

り

 



５ 課題と成果 

・ 工業の単元では、いかに社会的事象を子どもに引き寄せ、子どもの考えを深められるかが課題で

ある。本単元においては工場見学をしたり、実際に捨てられる革製品や返品されたハンドルを観察

したり、1 日に捨てられる革製品を教室に持ち込んだりして、自分の目で見て、自分の手でさわれ

る体験的な学習をできるだけ取り入れることで事象を引き寄せ、具体的なイメージをもって考える

ことはできたが、働く人の思いまで引き寄せたり、働く人たちの努力や工夫にまで実感としてせま

ることはむずかしかった。しかし、鎮魂碑の資料によって宮内産業で働く人々の思いを深めること

ができた。子どもたちが事象を引き寄せ、子どもの思考が働く資料の重要性をあらためて感じた。 

・ この単元を通して、当初は「トヨタの厳しい品質要求に対して努力している宮内産業」ととらえ

ていた子どもたちが、「原料となる牛に感謝しながら、厳しい要求に応え、多くの部分を使えるよう

に努力、工夫している宮内産業の人たち」と宮内産業で働く人々へ思いを寄せ、関連的な思考を深

めることができた。 

 


