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未来を拓く児童を育てる社会科の授業 

― 対話を生み出す学びと発問の工夫を通して（第３学年）― 

 

                宜野湾市立大山小学校教諭 田 原   悟    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

新学習指導要領（以下「新要領」）では、「主体的・対話的で深い学び」が改訂の目玉であり、「どの

ように学ぶか」「何を学ぶのか」学んだことを活用して「何ができるようになるのか」という「学びの

質や深まり」が重視されている。新小学校学習指導要領解説社会科編（以下「新解説社会編」）目標に

は、「必要な情報を調べまとめる技能」「主体的に学習問題を解決しようとする態度」「地域に対する誇

りと愛情，地域社会の一員としての自覚を養うこと」と明記されている。また、内容項目（ア）にお

いて「県内の文化財や年中行事は，地域の人々が受け継いできたことや，それらには地域の発展など

人々の様々な願いが込められていることを理解すること」と示されている。 

本校校区は、田芋畑が広がり、その周辺には多くの湧き水が点在している。文化面では、大山大綱

引きが本校グラウンドを会場に毎年開催されるなど、先人たちがこの土地（地理的条件）ならではの

風土を築いてきた。このような環境下で育った児童に対し、「大綱引きに参加（実際に見に行った）

したことがあるか」尋ねると、７割の児童は「参加したことも、見に行ったこともない」という実情

があった。また、私自身、これまで児童が地域の伝統文化に興味・関心を示すような「授業を行って

いたのか」ということも疑問が残る。このことから、本校児童は、自分たちが住む地域の伝統文化に

対してあまり興味を示しておらず、関心が低いのではないかと推察される。このような児童に対し地

域教材で「学びたい」「調べたい」という学習意欲をどのようにして引き出すかが重要だと考える。

また、自身の実践を振り返ってみると、ペアやグループ等で話し合いの場を設けてきたものの、何の

ために「ペアやグループ活動」をするのか深く考えずに実践していた。そのため、形式的な対話的活

動となり、学びに深まりがなく、児童の学習意欲が高まらないという課題があった。 

これらの課題を以下に示す手立てを講じ解決へと導きたい。一つ目に、自ら課題を設定し、グルー

プで協力して追究活動ができるように場の設定を工夫する。その際、自分の意見を主張する時間の確

保やグループで合意形成を図る場を創出することで、学習意欲を高め対話を活性化させたい。二つ目

は、「ゆさぶり」や「ズレ」を生じさせる発問を工夫することで、思考に深まりをもたせたい。さら

に、地域に対する関心を高めるために、地域人材を活用し「ひと・もの・こと」とつながる学びを通

して、地域に対する愛着をもたせることができると考える。 

このように、「対話を生み出す場の工夫」と「発問の工夫」プラス「つながる学びの工夫」を行う

ことで、「地域のより良い未来について」考え、地域に誇りと愛情をもつことができ、公民的資質の

素地を育てることができるのではないかと考える。 

そこで、本研究では、地域の素材を取り上げ、対話を生み出す学びと発問の工夫を通して、課題を

追究し解決する過程において、伝統行事や年中行事の保存継承に努力する人々の思いや願いを考えさ

せたい。また、これらの事象を自分事として捉えさせることで、自分なりの未来像をもつことができ、

ひいては未来を拓く児童を育成することができるのではないかと考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

地域の伝統行事や年中行事を受け継いできた人々の努力や願いを追究する場において、対話を生み

出す学びと発問を工夫することによって、社会的事象を自分事として捉え、地域への関心が高まり、

未来を拓くことができる児童を育成することができるであろう。 
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Ⅱ 研究内容 

１ 未来を拓く児童とは 

中央教育審議会答申を踏まえ、改訂の基本的な考え方において、「これまでの我が国の学校教育

の実践や蓄積を生かし，子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成する

ことを目指す」と示されている。これは、今後予測困難な社会情勢を乗り越え、よりよい社会と

幸福な人生の創り手となる力を身に付けることが重要とされ、改めて「生きる力」の育成が我々

に課せられた責務であると考える。 

そこで、新解説社会編目標において「公民としての資質・能力の基礎を育成すること」と示さ

れた。また、この目標を達成するために、３つの具体的目標「知識・技能」「思考力・判断力・表

現力等」「学びに向かう力・人間性等」を示し「生きる力」を確実に育成することを目指している。

これからの社会科の授業づくりでは、これらの資質・能力を育成するために、すべての学年の目

標において「社会的事象の見方・考え方を働かせて，資質・能力を育成すること」と示された。

また、新解説社会編において「社会的事象の見方・考え方」とは、「社会的事象の意味や意義，特

色や相互の関係を考察したり，社会に見られる課題を把握して，その解決に向けて構想したりす

る際の『視点や方法（考え方）』である」と解説されている。具体的に本単元では、「なぜ綱引き

をするのか（意味や意義）」「どんな特徴があるのか（特色）」「私たちの生活との関連は何か（関

係性）」「それらの課題を見つけ出し、よりよい解決策を考えること（構想）」と置き換えることが

できる。 

次に、新要領では「社会的事象について，主体的に学習の問題を解決しようとする態度や，よ

りよい社会を考え学習したことを社会生活に生かそうとする態度を養うとともに，思考や理解を

通して，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」と示されている。 

本単元では、「綱引き」という社会的事象を通し

て、地域に対する誇りと愛情もち、未来を拓く児童

を育成することを目指していく。そこで、「未来を

拓く児童」とは「自分なりの社会参画の方法を考え

る」と定義する。そこで、本単元における「未来を

拓く児童の姿」を具体的にイメージで示した（図

１）。そこでは、「綱引き」とういう事象から「様々

な事実」を知り、「問題点や課題」について追究し

ていく中で「自分に出来ること」を考えることが、

「自分なりの社会参画の方法を考え出す」という捉

えである。 

次に、「自分なりの社会参画の方法」を考えさせ

るためには、社会的事象を「自分事として捉えさせ

る」ことが重要だと考える。そこで、「自分事」に

ついて自分なりの捉えとして表１のようにまとめ

た。これを、本単元に置き換えると、第１段階では

「なぜ、お金を出さないといけないのだろう」、第

２段階では「綱引きを300年も続けている理由って何だろう」第３段階では「綱引きを続けていく

ために、自分たちに出来ることを考えよう」など、段階が進むにつれて、事象に対し自分との関

わりが深くなる。このように、社会的事象を自分事として捉えさせるためには、身近な事象に対

し興味・関心をもたせ、対話を通して考えを深めていくことで、自分事として捉えることができ

ると考える。さらに、体験活動やインタビュー活動、地域人材を活用し、実際にそれらに携わる

人々と接することで、事象に対する理解が深まり、より自分事として捉えることで、「未来を拓く

児童を育成する」ことができると考える。 

表１ 自分事の段階 

図１ 未来を拓く児童の姿のイメージ 
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２ 対話を生み出す学びについて                    

(1) 対話を生み出す学びの工夫 

新要領の方向性は、「社会に開かれた教育課程」「新しい時代に必要となる資質・能力の育成」

「カリキュラム・マネジメント」の確立が求められている。また、新しい時代に必要となる資

質・能力の育成には、課題の発見と解決に向けて主体的・対話的で深い学びであるアクティブ・

ラーニングの視点からの授業改善が求められる。 

田村学（2016）は「『対話的な学び』が行われることで、『主体的な学び』に向かう姿が生ま

れる」と述べ、「『対話』とは、双方向の相互作用である」とした。また、田村は、「相手に自分

が説明することで、自分の考えをより確かにしたり、構造化したりすることにつながる」と述

べている。さらに、澤井陽介（2015）は「実社会の課題は、一人では解決できない事項、社会

全体で役割を分担して解決のために取り組むべき事項が多く、そのことをみんなで考える学習

活動を大切にしてきている」と、対話を通した学びと社会科の結びつきの重要性について述べ

ている。要するに、あらゆる諸問題を解決し、より良い社会を形成していくために、対話的な

学びが重要であり、多様な価値観に触れさせることにより、社会的な見方・考え方が育成され

ると考える。 

本研究では、対話を生み出すために協働的な学びを通して、児童が主体的に学習に取り組む

授業実践を試みる。具体的には、「個人・グループ」へと意見交流を行っていく際に、付箋紙を

活用することで、自分の考えを相手に視覚的に捉えさせ対話を生み出す。次に、インタビュー

活動や体験活動を行うことで、地域の人々や綱引きに携わる人々との対話が生まれるとともに、

学習意欲を持続させることができると考える。また、児童自ら課題設定を行い、その解決に向

かわせることで主体性が生まれ、対話的活動が更に活性化できると考える。 

(2) 対話を通して深い学びに向かわせるために 

「教育課程企画特別部会における論点整理」（平成27年）で、「深い学び」について一つ目に

「習得・活用・探究という学習プロセスの中で，問題発見・解決を念頭に置いた深い学びの過

程が実現できているか」と指摘した。深い学びの過程を実現するためには、「新しい知識や技能

を習得したり、それを実際に活用して問題解決に向けた探究活動を行ったりする中で、資質・

能力の三つの柱に示す力が総合的に活用・発揮される場面の設定が重要となる」とした。二つ

目に「他者との協働や外界との相互作用を通じて、自らの考えを広げ深める、対話的な学びの

過程が実現できているか」と指摘した。要するに、物事を多面的で深い理解に至るためには、

多様な対話的活動を通じて、教師と児童や、児童同

士が対話し、それによって思考を広げ深めていくこ

とが求められる。そのためには、教師が教材として

取り上げる素材の理解はもちろんのこと、教材との

出会い、疑問、発見、まとめの場面において対話的

な活動を取り入れ、多様な価値観に触れさせるとと

もに、意見を焦点化させることで自己の考えに深ま

りをもたせることができと考える（図２）。 

このような、対話的活動の実践に取り組むこと

で、自分なりの考えをもつことができ、「未来を拓く

児童を育成する」ことができると考える。 

３ 発問について  

(1) 発問の役割とは 

有田和正（1988）は「発問は、単なる不明をただす質問とは目的を異にし、教育的意味をも

ち、授業の中核としての機能をもっている」とし、「発問は、教材と子どもの能力を基底にして、

子どもの追究活動を方向づけたり、刺激したり、規制したりするものである」と述べている。

図２ 深い学びのイメージ図 
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また、「文部科学省ＨＰ補習授業教師のためのワンポイントアドバイス集」によると、発問の要

件として、「１．何を問うているのかがはっきりしていること」「２．簡潔に問うこと」「３．平

易な言葉で問うこと」「４．主要な発問は、準備段階で『決定稿』にしておくこと」と示されて

いる。このことから、発問を中心に授業構成を行うことは児童が教材から課題を発見し、主体

的に課題解決へと取り組んでいくための重要な手法として捉える。また、発問は授業のねらい

が達成されるか否かを左右するといっても過言ではない。 

そのため、単元全体を見通した発問計画を作成し、毎時の本質へと向かわせる計画を立てる

ことが重要と捉える。そうすることで、対話を活性化させ思考の深まりをもたせることができ

ると考える。                  

(2) ゆさぶる発問とは 

ゆさぶる発問について、北俊夫（1991）は、子

供の思考力を効果的に育成するために「ゆさぶ

り」を３つ段階で示した（表２）。さらに、北は「ゆ

さぶるとは、不安定な状態を安定化しようとする

意志、すなわち検証しようとする意欲が醸成され

る」と述べている。また、有田は、効果的な発問として、「否定発問」があると述べている。否

定発問は、「それまでの知識や経験を否定的にゆさぶり、今までの見方・考え方に疑問をもたせ、

新しい認識に至らしめようとするもの」とし、「受動的な姿勢を能動的にかえ、子どもの追究心

をあおりたてるはたらきをするものである」と述べている。対話を活性化させ自分なりの未来

像をもたせるには、発問の特性を捉え、単元の目標に到達することができるよう主となる発問

を十分吟味することが重要であると考える。 

さらに、「対極的な話題」に向き合わせることで対話的な学びを促進させると考える。本単元

では、「残したいという思い」と「でも、お金がか

かる」や「人手がかかる」など、児童自身の中に

迷いを生じさせ対話を通して、自己の考えを確立

させたい（図３）。 

   このように、発問を工夫することより、学習効

果を高め、学習意欲を持続させることができると

考える。そこで、本研究は、ゆさぶりの段階ごと

の発問や否定的な発問を投げかけることで、対話

が活性化し、学びが深まり「未来を拓く児童を育

成する」ことができると考える。 

 

Ⅲ 指導の実際  

 １ 小単元名「受けつがれる行事」（『社会３・４年上』教育出版） 

 ２ 小単元の目標 

(1) 地域の人々が受け継いできた伝統文化や年中行事について関心をもって調べ、これらを受け

継いできた人々の思いや願いについて考えることができる。 

(2) 身近な地域の良さに気づき、自分なりの未来像をもつことができる。 

３ 評価規準 

社会的事象への関心・意欲・態度 社会的な思考・判断・表現 観察・資料活用の技能 
社会的事象についての 

知識・理解 

・地域の人々が受け継いできた

伝統文化や昔のことについて関

心をもち，意欲的に調べようと

している。 

・地域の人々の願いや生

活の向上と先人の働きや

苦心，伝統文化や年中行

事を受け継いできた人々

・地域の伝統行事につ

いて，地域の方から聞

き取り調査したことを

もとに，地域の発展に

・地域の年中行事にはそ

れぞれ意味があり，これ

らを大切に受け継いでき

図３ 対極的な話題のイメージ 

表２ ゆさぶりの段階 
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・年中行事を受け継いできた

人々の思いや願いにふれ，地域

社会のより良い発展について考

えようとしている。 

の努力と関連付けて考え

適切に表現している。 

尽くした先人の働きに

ついてノートやワーク

シートにまとめてい

る。 

た人々の思いや願いがあ

ることを理解している。 

４ 小単元の指導計画（全 10 時間＋総合２時間） 
時

間 

過

程 
毎時のねらい ○主な学習活動 ☆主発問 対話を生む学び 

評価の視点（・） 

【評価の観点】評価の方法 

 

１ 

 

 

つ 

か 

む 

課題【オリエンテーション】 

「地域の伝統行事や年中行事について知っていることや体験 

したことを発表しよう」                         

〇地域の伝統行事や年中行事について、知っていることや体 

験したことを発表する。  

☆自分たちの住んでいる地域に、昔から残っているものを探 

そう！            表２－①(本報告書Ｐ17) 

 ・年中行事や古くから残る文 

化財について関心をもち、意 

欲的に発表しようとしてい 

る。 

 

【関・意・態】 

発言内容・ワークシート 

 

２ 

課題【写真から疑問や思いを考える】 

「写真から、疑問や思いを考えよう」 

〇写真から、疑問点を見つけ出し、人々の思いや願いを考え

る。 

☆写真の人たちは、どんなことを思っていたり、願っていた

りしているのだろう？            表２－② 

写真に吹き出し 

をつけて、何を 

思っているのか 

をグループで考 

えさせる。 

・写真資料から、疑問点を 

見つけ出し、人々の思いや 

願いを考えることができる。 

【思・判・表】 

発言・ワークシート 

３ 

 

 

 

 

調 

べ 

る 

 

 

課題【学習計画を立てる】 

『つな引きに「かくされたヒミツ」を、調べる計画を立てよ 

う』                       

〇自分が調べたいことを決定し、なぜ調べたいのかを書く。 

☆綱引きの隠された秘密って何だろう？     表２－② 

付箋紙を活用し 

て「知りたいこ 

と」と「疑問 

点」を仕分ける。 

・知りたいことや疑問点に 

ついて、調べる計画を立て 

ることができる。 

 

【技】ワークシート 

 

４

５ 

課題【調査活動】 

「綱引きを受け継ぐ人から話を聞いて、綱引きの秘密が分か

る」                     

○外部講師から、課題について調べ感想を書く。 

○藁すきチャレンジする。 

☆綱引きの秘密をさぐろう！          表２－② 

知りたい内容に 

ついて質問した 

り、藁すき体験 

したりする。 

・綱引きについて、知りた 

いことや疑問点について調 

べている。  

 

【関・意・態】【技】 

発言・ワークシート 

総

合 

課題【伝統の技を受け継ごう】 

「藁から、お守りを作ろう」 

○地域の方から、綱のない方を教わり、お守りを作る。 

☆300 年の伝統の技を教えてもらえるんだね！   

指導者に話を聞 

きながら、グル 

ープで協力し 

て、完成させる 

・積極的にコミュニケーシ 

ョンを図り、お守りを作る 

ことができる。 

【関・意・態】発言 

 

６ 

課題【調べたことをまとめ、綱引きの課題を知る】 

「綱引きのヒミツをまとめよう」                    

○綱引きの秘密をまとめ、綱引きの課題について知る。 

☆綱引きを続けていくために心配な事はないかな？表２－①     

調べたことか 

ら、心配事につ 

いてグループで 

話し合う。 

・調べたことをまとめ、綱 

引きの心配事についてまと 

める。【関・意・態】 

【知・理】発言・付箋紙 

７ 

本

時 

 

 

 

 

深

め 

る 

課題【綱引きが 300 年、続いている理由を考える】 

「綱引きが 300 年続いている理由を考えよう」                      

○綱引きの課題から、綱引きが 300 年続いている理由を考え  

る。 

☆どうして、綱引きが 300 年も続いているの？ 
☆綱引きをやめてもいいんじゃないの？     表２－② 

綱引きが、続いて 

いる理由を付箋 

紙を使って、グル 

ープで話し合う。 

 

・綱引きが続いている理由 

について、自分なりの考え 

をもつことができる。 

 

 

【思・判・表】付箋紙 

 

８ 

課題【綱引きを続けていくために、自分たちにできることを

考える】 

「綱引きに込められている人々の思いや願いが分かり、綱引

きのこれからについて、自分なりの考えをもつ」 

◯綱引きに込められている人々の思いを聞いて、自分なりの

考えをもつ。 

☆300 年続いてきた綱引きを、これからも続けていくために、

自分たちにできることってなんだろう？    表２－③        

自分たちにでき 

ることについて 

考え、グループで 

話し合う。 

 

・綱引きに込められている 

人々の思いや願いがわかり、 

綱引きのこれからについて、 

自分なりの考えをもつこと 

ができる。 

 

 

【思・判・表】ワークシート 

９ 

課題【沖縄に伝わる年中行事】 

「年中行事と生活との結びつきを考え、その意味を考える」 

○県内に伝わる年中行事を知り、生活との結び付きを考え 

る。 

☆漢字や言葉の意味から考えることはできるかな？表２－② 

漢字や言葉の意

味を考えながら、

グループで話し

合い、行事と意味

をつなぐ。 

・地域に伝わる年中行事と生 

活との結び付きについて理 

解している。 

 

【知・理】ワークシート 
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ま

と

め 

課題【未来について考える】 

「伝統行事や年中行事を受け継ぐ人々の思いや願いについて 

まとめる」       

○グループ協議のあと、自分なりの行事への関わり方につい

て考える。 

〇最後にお守りに付ける短冊に願いを書く 

☆伝統行事や年中行事は、なぜ、大切にされながら受けつがれ

ているのだろう？              表２－③ 

人々の思いや願 

いについてまと 

め、グループで 

相談する。 

・地域に残る行事に自分な 

りに、関わっていこうと考 

えている。 

 

 

 

【思・判・表】 

ワークシート・発言・短冊 
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５ 本時の指導 （７／10 時間） 

(1) 本時のねらい 

綱引きが 300 年間続いている理由を考えることができる。 

(2) 綱引きが現在まで引き継がれている理由を考える場において、グループで話し合い、合意形

成を図ることで、綱引きに込められた思いや願いを考えることができるであろう。 

(3) 本時の展開    

 学習内容 ☆主発問 ○発問 対話を生み出す学び  ◇評価 ◎留意点 

 

 

導

入 

10 

分 

 

 

 

 

 

 

 

展 

 

開 

28

分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ま 

と 

め 

７ 

分 

 

１ これまでの学習を振り返る。     

・前時で出てきた心配事を整理しながら提

示する。 

 ・２時目の写真を提示する。 

めあて 

 

 

☆どうして、綱引きを続けているんだろう？ 

 

２ 綱引きが続いている理由を書く。 

①個人で考える。          

・自分なりの考えを書く。 

 

 

②グループ内で発表する。      

・一人一人発表してから、付箋紙を貼る。 

 

☆それなら、綱引きをやめてしまえばいいんじ

ゃないの？ （否定発問） 

 

 

 

③グループで話し合い、意見をひとつにする。 

 

〇綱引きに込められた思いとか願いって何だ

ろうね？ （焦点化させる発問） 

 

 

３ 次時について知らせる。 

 

・前時で出た心配事↓ 

自己対話 

・自分の考えを書き込んだ 

付箋紙 ↓ 

グループ対話 

・発表しながら、ボードに付

箋紙を貼っていく。↓ 

焦点化 

・全員の発表が終わったら、

共通点などを見つけ出し

まとめていく。↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇綱引きが続いている理

由について、自分なりの

考えをもつことができ

る。【思・判・表】 

６ 仮説の検証 

   研究仮説に基づき、対話を生み出す学びと発問の工夫を通して、社会的事象を自分事として捉

え地域への関心が高まり「未来を拓く児童を育成することができたか」について、授業の観察、

ワークシートやノートへの記述、検証授業前後のアンケート調査や学習感想等の分析を基に行っ

ていく。 

どうして、つな引きを 300 年も続けて

いるのか考えよう！ 

◎一人だけの意見を採用

するのではなく、話し合

いによって合意形成する

ように指示する。 

◆評価規準例 

・「伝統を大切にしている

から。」 

・「みんなが仲良くなるよ

うに。」 

・「神様に感謝しているか

ら。」等の願いが込めら

れている。 
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(1) 対話を生み出す学びができたか 

   ① 対話を生み出す学びの工夫 

本研究では、まず、主体的に学習に取り組めるよう

に児童が自ら知りたい疑問を見つけ出し、本単元をス

タートした。第２時目では、綱引きに関する４枚の写

真資料（縄ない、形成、御願）を手掛かりに、「場所・

綱の変化・時間経過・人物（人数・年齢層）等」につ

いて読み取らせた後、それらの疑問点について話し合

わせた。その際、個人で考えた疑問点をグループで協

議し「どうしても知りたい疑問」を１つに絞らせるこ

とで、対話の活性化と課題の焦点化を図ることができ

た（写真１）。 

次に、付箋紙を活用し対話を生み出すことを試み

た。まず、付箋紙に自分の考えを書いて発表後にボー

ドに貼ることで視覚的に相手にも伝えることができ

た。また、グループの全員の考えをボードに並べるこ

とで、共通点を見つけたり、グルーピングしたりしな

がら対話を活性化することができた（写真２）。さら

に、ホワイトボードを活用しグループの意見をまとめ

させることで意欲的に授業に参加する姿が見られた。 

次に、学習意欲を持続させるために、実際に「イン

タビュー活動」や「体験活動」を行った。まず、イン

タビュー活動では、第４・５時目で綱引きの保存継承

に携わる方から話を伺った。そこでは、自分たちでま

とめた疑問点について質問することによって主体的な

学習活動が前時より継続して行われたことになる。ま

た、脱穀体験や大山区老人クラブの協力を得て、「縄な

い」の体験も行い伝統の技のすごさや難しさ等を体験

することができた。（写真３）。これらの体験

活動に取り組んだことにより、学校関係者以

外の「ひと」と対話をすることができ、新た

な気づきや発見を生むことができた（図４）。                            

以上のことから、場の設定や付箋紙、地域

人材を活用することで、対話を生み出す工夫

ができたと考える。 

②  対話を通して深い学びができたか 

     対話を通して、深い学びへと向かわせるた

めにはあらゆる場面で、「ひと・もの・こと」

とつながる対話的活動が重要となる。そこ

で、対話的活動を以下のように捉え授業に取

り組んだ。「自己対話」「ペア対話」「グループ

対話」「全体対話」「対教師」「対ゲスト」など、

場面や状況に応じて活動を変えて行うこと

で学習活動に変化を与えることができた。 

次に、「社会科で育成することを目指す資

      図４ 児童の感想 

  写真３ 「縄ない」の体験 

写真１ 課題の焦点化 

写真２ 付箋紙を使って 

グルーピング 

 

図５ 児童の学習のまとめ 
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質・能力の三つの柱を総合的に発揮することができたのか」を検証する。図５は最終の第 10

時目に「年中行事と自分たちの関わり方」について考えた児童の記述である。この記述から、

「資質・能力の三つの柱」を総合的に捉える

ことができたと考える。また、アンケート調

査から「みんなと一緒に話し合う学習」につ

いて尋ねてみると、表３のように回答した。 

     このように、「ひと・もの・こと」とつなが

る体験活動や対話的活動を行うことによっ

て、考えを深めることができたのではないか

と推察する。 

(2) 発問を工夫することで対話が活性化されたか 

対話を活性化させ、単元または本時の目標に到達できるようにするために、発問を中心に授

業の構成を行った。まず、表２（本報告書Ｐ17）で示した「ゆさぶりの段階」ごとに発問の構

成を考え指導計画を作成した。また、「小単元の指導計画」（本報告書Ｐ18）にあるように、「主

発問」と「対話を生む学び」の活動を結び付けて指導計画の作成を行った。さらに、指導計画

の中で「疑問を生む発問」「ズレを起こさせる発問」「話し合いを焦点化させる発問」など、事

前に計画することで対話を活性化させ、毎時の

「ねらい」に迫ることができた。 

第６時目で児童は、これまで調べたことから

綱引きの新たな疑問や心配事に出会うことにな

る。そこで、「綱引きを続けていくために心配な

事」について考えさせた。児童が話し合った事

をまとめると図６のようになった。特にその中

でも、１家族千円を徴収することに対して児童

は、「お金は出したくない」という考えが多かっ

た。しかし、児童Ｓさんが「綱引きを続けていくためには必要だ」と発言したことから、児童

の中に迷いが生まれてきた。また、稲わらの生産者であるＹさんは、高齢であるにも関わらず、

１人で生産している事実も知らせた。そのことから、Ｙさんの稲わらが大山の綱には欠かせな

い事実を知るとともに、もしかしたらいつかは

稲わらが買えなくなるのではないかと不安に思

うようになった。 

第７時目では、「大山の綱引きは 300 年もの歴

史がある」という地域の良さと「綱引きを行う

ためにはお金がかかる」ことや「綱の材料の確

保」などという課題を示し、対立軸を明確にし

た上で、綱引き継続のための課題について話し

合わせることにした。さらに、「それなら、綱引

きをやめてしまえばいいんじゃないの？」という否定発問を行うこと

で、停滞していたグループ活動を再度活性化させることができた。 

そこで、「どうして、綱引きを 300 年も続けているのか」と、本単

元の核心に迫る発問を行いグループで焦点化させることで、児童は図

７のように「みんなと心を１つにしたいから」という、考えをもつこ

とができた。これは、大山の自治会が綱引きを継続していく上で最も

重要にしていることである。それを表しているのが旗頭に書かれてい

る「協力一致」「和気満堂」に込められている（写真４）。 

図７ 焦点化させる発問に対する児童の考え 

 

表３ 話し合いに関するアンケート結果 

図６ 綱引きを続けていくために心配な事 

写真４ 旗頭 
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このように、単元を見通した発問を工夫することで、対話の活性化と単元の本質に迫ること

ができたと考える。 

(3) 未来を拓く児童を育成することができたか 

    本研究では、「未来を拓く児童を育成する」ことが最大のねらいである。そこで、本単元に

おいて児童が地域に残る伝統文化や年中行事を、自分事として捉えて「自分なりの社会参画の

方法を考えることができたのか」を検証していく。 

① 児童の記述による検証 

     図８は、第４・５時目において、ゲスト

ティーチャーを招いて大山の綱引きの歴

史や綱の作り方等を学んだ際の記述であ

る。この記述から、地域の方を招いて、対

話的活動を行うことにより、綱引きに隠さ

れていた歴史やそれらに携わる人々の働

きを知ったことが読み取れる。 

また、図９は、伝統の技である「縄ない」

の体験を行った際の記述である。この記述

から、綱引きに隠された伝統の技法に実際

にふれることで、実感を伴った感想へと変

化している。また、図８と図９の記述を比

較すると図８の記述では「分かった」とい

う「知識・理解」が体験することで、図９

の「感じる」「いつか、作りたい」という

実感や今後の行動へと思考が変容したこと

が読み取れる。 

第８時目では、「綱引きを続けていくため

に自分たちにできること」について考えさ

せた際の記述である。そこには、「メッセー

ジを書く」「ぼきんをする」「食べ物を用い

する」など、将来、綱引き引きに直接参加

する以外の関わり方を考える記述が見られ

た。また、綱の材料である稲わらを自分た

ちで調達できるようにするため「田いも畑

に稲の畑をつくる」ことを考えた記述も見

られた。さらに、将来この地に住んでいな

くても「大山大つな引きの時に帰ってきて」

手伝いをしたいと考えるなど、ゲストティ

ーチャーやグループ・全体対話の中で得た情報や知識、考

えをもとに、綱引きをこれからも続けていくために、自分

に出来る関わり方を考えることができたと捉える（図

10）。 

最終の第 10 時目には、大山区老人クラブの皆さんと総

合的な学習の時間を活用して一緒に制作した綱に、願い

事を書かせた。それには綱引きが、今後も継続して欲しい

という願いや、みんなと協力していきたいという記述が

見られた（図 11）。 

図８ 綱引きに関する知識を得た記述 

図 10 自分なりにできることを考えた記述 

図９ 伝統の技を教えてもらった後の記述 

図 11 綱に書いた願い 
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これらの記述から、児童は社会的事象に対して、表１（本報告書Ｐ15）で示したように、

「課題点について考え」「事象に込められた思いや願いを考え」そして、「自分たちができる

こと」を考えることができたと捉える。 

よって、本研究を通して、児童は社会的事象を自分事として捉え「自分なりの社会参画の

方法を考える」ことができたと考える。 

   ② アンケートによる検証 

地域のよさに関するアンケート調査で

は、検証前は「きれいな海」や「ホテルがあ

る」など「目に見える事実」を地域のよさと

して捉えていた。検証後は「綱引きがある」

「年中行事や文化財がいっぱい残ってい

る」など「学びを通して見えるようになった

事実」を捉えている。このことから、地域に

伝わる年中行事を学んでいく過程におい

て、実際に伝統を受け継ぐ人々や地域の新

たな気づきにつながったと推察できる（図

12）。 

次に、地域をよくするために自分たちに

出来ることはないかを尋ねた（表４）。この

ことから、身近な事象に目を向けることで、

自分たちの住む地域をより良くするための

方法を考えることができたと捉える。 

最後に「今後は綱引きに参加したいと思

うか（見に行きたいか）」という検証後の調

査では、９割以上の児童が「参加したい（見に行きたい）」と回答した。これは、これまで身

近にあった「綱引き」という事象から、伝統を受け継ぐ人々をあらゆる視点で捉えることに

より、その魅力を認識することができたのではないかと考える。それが、地域の伝統行事へ

の参加意欲や地域をより良くしたいという気持ちにつながったのではないかと推察する。 

     以上のことから、対話を生み出す学びと発問を工夫することによって、「地域のより良い未

来について」考えるとともに、自分たちの住む地域に誇りと愛情をもち、主権者として社会

参画の方法を考えることができたと考察する。     

 

Ⅳ 成果と課題  

 １ 成果 

  (1) 対話的活動を工夫したことで、地域の「過去・現在・未来」について考えることができ、伝

統文化の良さや、それらを保存継承する人々の努力や願いに気づき、自分たちの住む地域を大

切にしたいと思う気持ちが芽生え、未来を拓く児童を育成することができた。 

(2) 「ゆさぶり」や「ズレ」を起こさせる発問を工夫したことで、地域の良さや課題について意

欲的に話し合う姿が見られ、それによって地域への関心が高まり「自分なりの社会参画の方法」

を見つけることができた。 

 ２ 課題 

  (1) 対話をさらに活性化させるための写真資料等の工夫と精選 

  (2) さらなる多様な見方や考え方ができるような、「ズレ」を生み出す発問の工夫 

  (3) さらなる追究活動を実践するための、他教科との横断的な学習の取り組み 

 

図 12 地域のよさに関するアンケート結果 

表４ 地域をよくするためのアンケート結果 
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