
第５学年 社会科学習指導案 
第５学年２組 ２７名 

 

＜研究主題＞ 主体的に学ぶ児童の育成～読み解く力を高めるチーム学習を通して～ 

 

１ 単元名   くらしと産業を変える情報通信技術 （「小学社会 ５」教育出版 ｐ190～191） 

  

２ 単元の目標 

・大量の情報や情報通信技術の活用は、様々な産業を発展させ、国民生活を発展させていることを理

解するとともに、資料を通して、情報を適切に調べてまとめることができる。 

・情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して、産業における情報活用の現状を捉え、情報を生か

して発展する産業の役割について多角的に考えたり、議論したりすることができる。 

・情報技術の活用について学習したことを社会生活に生かそうとする態度や、多角的な思考を通して、

我が国の産業の発展を願い、我が国の将来を担う国民としての自覚を養う。  
 

３ 単元の評価規準 

知識・技能 

①情報の種類、情報の活用の仕方などについて調べ、必要な情報を集めて読み取
り、販売や観光などの産業における情報活用の現状を理解している。 

②調べたことを文や表などにまとめて、大量の情報や情報通信技術の活用は様々
な産業を発展させ、国民生活を向上させていることを理解している。 

思考・判断・表現 

①情報の種類、情報の活用の仕方などに着目して問いを見いだし、販売や観光な
どの産業における情報活用の現状について考え、表現している。 

②販売や観光などの産業で、情報を生かして発展することが生活に果たす役割に
ついて、産業と国民の立場から多角的に考え、適切に表現している。 

主体的に学習に 

取り組む態度 

①情報や情報技術の活用による産業と国民生活の変化について、予想や学習計画
を立て、主体的に学習問題を追究して解決しようとしている。 

②学習したことを基に、情報化の進展に伴う産業の発展や国民生活の向上につい
て、産業と国民の立場から多角的に考えようとしている。 

 

４ 研究主題に迫るための指導の工夫 

＜視点① 読み解く力を高める＞ 

 〇INPUT（取り出す・読み取る） 

  図表から、産業がどのような情報を集めているのか、また、集めた情報を活用することで、どのよ

うな変化があったのかを読み取れるようにする。考えるために必要な知識を理解させるために、教科

書の文章を正しく読み、自分の生活と結び付けられるようにする。 

 

 ○THINK（考えをもつ） 

  図表や自身の経験から、情報を活用することで消費者と生産者、双方によい点があることに気付け

るようにする。本時では、ポイントカードの活用でも情報が集まり、それを活用できることをまとめ

られるようにする。 

 

 〇OUTPUT（伝える） 

  本時では、ポイントカードを使用することで、どのような情報が集まり、商店や本部がその情報を

どのように活用しているかを伝え合えるようにする。 



＜視点② 思考をバージョンアップする＞（練り上げる） 
 〇つなげる 
  本時では、既習である「商店がどのような情報を集めているのか」という点とつなげ、情報を活用
した結果や、その便利さについて理解できるようにする。また、普段の自分自身の生活と結び付けて、
情報の活用によって消費者にもよい点があることに気付けるようにする。 

 〇チーム学習 
資料から分かること、そこから気付いたことをチームで伝え合う。自分と同じであったり異なった

りする生活経験との結び付きについて共有し、新たな気付きをもてるようにする。 

 

５ 単元指導計画 

次 時 〇学習活動 ☆指導の工夫 ◆評価規準 

１ １ 

〇自分の体験や資料をもと
に、買い物における ICT
活用について調べ、疑問
やさらに調べたいことを
整理して、学習問題をつ
くる。 

☆過去と現在のレジや支払い
方法について、資料を用い
て比較して変化を読み取る
ことにより、今後の学習に
関心をもつことができるよ
うにする。 

◆ICTの活用が進む生活や産
業の様子について予想し、
それらをもとに学習計画を
立てて、主体的に追究しよ
うとしている。（主－①） 

 
 
 

２ 

２ 

〇商店での ICT活用につい
て、販売情報の流れ図を
中心に資料を読み取り、
その活用によって商店に
はどのような利点がある
のかを話し合う。 

☆POS システムについてお
さえる。 

☆図から、コンビニがどのよ
うな目的で、どんな情報を
集めているのかを考えるこ
とができるようにする。 

◆コンビニで集めている情報
の種類や量、情報が集まる
仕組みやその流れについ
て、資料から読み取ってい
る。（知・技－①） 

３
（
本
時
） 

〇販売に携わる人々が大量
の情報を分析して活用す
る様子について、働く人
の話や、活用の前と後を
比較する資料などから読
み取り、大量の情報を分
析・活用する意味につい
て話し合う。 

☆店の人、消費者など、誰の
視点に立って考えているか
を明確にするように促す。 

☆個人情報の保護や適切な扱
いが必要であることをおさ
える。 

◆情報を分析して活用する前
と後の変化について、資料
から読み取っている。 

（知・技－①） 
◆情報化の進展に伴う産業の
発展や国民生活の向上につ
いて多角的に捉え、表現し
ている。（思・判・表－②） 

４ 

〇観光の分野での近年の変
化、ICT の活用状況につ
いて各種資料を読み取
り、その活用が進む理由
を話し合う。 

☆前時までに学習した ICT活
用の流れを掲示して、それ
を基に集める情報や活用の
仕方を考えられるようにす
る。 

◆観光の分野でどのような情
報を活用しているのかを資
料から読み取っている。 

（知・技－①） 
◆情報化の進展に伴う産業の
情報活用の現状について多
角的に捉え、表現している。
（思・判・表－①） 

５ 

〇ICT の活用が暮らしや産
業に与える影響を資料か
ら読み取り、関連する社
会の変化や課題について
話し合う。 

☆ICT の活用が進む社会につ
いて、自分の生活経験をも
とに、どのような影響があ
り、課題があるのかを考え
られるようにする。 

◆ICT の活用によって、生活
や産業の様々な場面で変化
が生じて課題に対応しなけ
ればならないことを捉えて
いる。（知・技－②） 

３ ６ 

〇学習問題の答えを作成
し、これからの情報化の
発展と国民生活の向上に
ついて考えを話し合う。 

☆既習事項を丁寧に振り返
り、ICT 活用の前と後、メ
リットとデメリットなどの
視点を明確にできるように
する。 

◆既習事項を生かして ICT
の活用が社会に与える影響
について考えている。 

（主－②） 

学習問題 
情報通信技術を利用することで、くらしや産業はどのように変わってきているのだろう。 

 



６ 本時（３／６時間） 

（１）ねらい 

商店から大量に集まった情報をさらに分析・活用する取組に着目して、商店で働く人々や消費者がど

のように便利になっているかを考える。 

 

（２）展開 

  学習活動 

〇主な発問 ・児童の反応 

 ☆指導の工夫（視点①②） 

 【基礎的読解力の視点】 

◆評価規準 

（観点） 

導

入 

つ
か
む 

１ 本時のめあてをつかむ。 

〇前時の振り返りをしましょう。 

・コンビニでは「いつ、どの商品

が、いくらで、いくつ売れたか」

という情報が分かる。 

 

 

 

☆前時の学習内容から、店が集めた

情報の内容と、実店舗と本部があ

るチェーン店の構造をおさえてお

く。 

 

展

開 

取
り
出
す 

 

２ 資料（仕入れの数と売れた数

の表）に書かれていることを

確認する。 

〇資料から何が分かりますか。 

・店で仕入れた数と売れた数 

☆情報を活用する前と後の資料を準

備し、比較しやすいようにする。 

        （視点①：INPUT) 

【イメージ同定】 

 

読
み
取
る
・
考
え
を
も
つ 

 

３ 資料を読み取り、気付きを発 

表する。 

〇資料を見て、情報を活用する前

と後の変化や分かることを書き

ましょう。 

・仕入れの数が変わっている。 

・売れ残りが少なくなっている。 

〇ポイントカードを利用すると、

店や本部にとってどんなよい点

があるのかを話し合いましょ

う。 

☆教科書の「本部の人の話」と結び

付け、自動発注の便利さだけでな

く、人の手でプログラミングして

いることもおさえる。    

（視点①：THINK) 

 

 

☆本部の人の視点に立ち、ポイント

カードを使うメリットについて考

えられるようにする。 

（視点②：チーム学習） 

◆情報を分析し

て活用する前

と後の変化に

ついて、資料

から読み取っ

ている。 

（知・技－①） 

 

めあて コンビニでは情報をどのように生かしているのかを資料から考

え、便利になったことを伝え合おう。（共書き） 

 



練
り
上
げ
る
・
伝
え
る 

 

４ 考えたことをチームで伝え合

い、発表する。 

〇チームで考えを伝え合い、分か

ったことを発表しましょう。 

・店側は仕入れの量や仕入れるタ

イミングも変えられる。 

・客側はポイントがたまり、サー

ビスを受けられる。 

☆考えをチーム内で伝える。意見の

少ない、自信のない児童から発表

して考えが繋がり、深まるように

していく。  

 (視点②：チーム学習、つなげる) 

◆情報化の進展

に伴う産業の

発展や国民生

活の向上につ

いて多角的に

捉え、表現し

ている。 

（思・判・表－②） 

ま

と

め 

５ 本時の学習をまとめる。  

〇教科書を読み、本部の人の話と

みんなの考えを照らし合わせま

しょう。 

 

 

 

〇「個人情報」について気を付け

るべきことを確認しましょう。 

 

６ 本時の学習を振り返る。 

〇学習で分かったことを自分の生

活と結び付けて書きましょう。  

・普段使っているポイントカード

には、お店側にもよいことがあ

るのだと分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

☆教科書を読み、自他の個人情報の

保護や適切な扱いが必要であるこ

とに触れる。  (視点①：INPUT) 

☆自身の生活経験と結び付けて学ん

だことを振り返ることができるよ

うにする。 

（視点②：つなげる） 

 

 

 

７ 板書計画 

まとめ コンビニでは、情報を分析し、仕入れの量やタイミングを改善し、 

お客さんも得をするようにしている。（共書き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めあて コンビニでは情報をどのよ

うに生かしているのかを資料から考

え、便利になったことを伝え合おう。 

資料 

データ活用前 

資料 

データ活用後 

・売れ残りが減っている。 

・売れた数が増えている。 

→コンピューターによる自動発注 

 （プログラミングは人間が行う） 

資料 

ポイントカードについて 

店の人 
・よく買う商品や店に来
る曜日などが分かる。 

→仕入れの量や 
タイミングが調整で
きる。 

消費者 
・ポイントがたまる 
・人によって得な商品  
が変わる 

→ポイントを使ってお得
に買い物ができる。 

まとめ コンビニでは、情報を分析し、仕

入れの量やタイミングを改善し、お客さん

も得をするようにしている。 

 


