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１．調査研究事業のあらまし 

Ⅰ．事業の趣旨及び概要 

当市は、令和元年に「小学校社会科副読本・北広島」を電子書籍としてクラウ

ド上に制作した。電子書籍化にあたっては、対象資料の見開きページごとに、市

内の公共・学校図書館の蔵書書誌情報、様々な子供向けウェブサイト、独自に作

成した副教材などともリンケージを可能にする教材作成ツールシステムを実装さ

せ、高機能化を図った。 

このツールシステムの最大の特徴は、市図書館・学校図書館の司書が学習に有

用な資料やサイトの情報を提供することで、学校や地域の図書館を有効に利活用

した授業を促すことができ、かつ、地域の学芸員、市広報担当などの地域情報の

エキスパートが、自らの専門的知識や経験を基とした情報資源を提供することで、

教員が行う授業をより密度の高い、生きた授業へと進化させることを可能として

いるところである。 

市内全小学校に整備されたＩＣＴ環境をより有効に活用した、このツールシス

テムの運用は、電子書籍やＡＩ・ＩＯＴ等の活用に着目し、公立図書館との連携

など地域資源の活用に着目した先例として、学校図書館が学習センター・情報セ

ンターとしての機能を模索する方向性のひとつを示すものになると確信している。 

令和２年度より、このツールシステムを活用した郷土学習授業を市内各学校で

展開していく予定であったが、全国的にも例のない試みであり、当面は推進協力

校等を指定した実地の活用に対する調査研究を行った上で、それらの成果を公開・

伝達し、市内全域での普及をめざすこととした。 

 

Ⅱ．推進地域・推進協力校 

推進地域：北広島市 

推進協力校：北広島市立 大曲小学校・緑ヶ丘小学校 

 

Ⅲ．企画運営委員会 

委員長:木村 修一（北海道武蔵女子短期大学 図書館学コース教授） 

委 員:佐藤 達生（公益財団法人図書館振興財団事務局長） 

委 員:佐藤 辰彦（北広島市立東部小学校長・北広島市教育研究会社会科部会） 

委 員:後藤 章夫（北広島市立西部小学校長・「小学校社会科副読本・北広島」編 

纂委員会会長） 

委 員:山本 和彦（北広島市立大曲小学校・「小学校社会科副読本・北広島」編 

纂委員会事務局長） 

委 員:新谷 良文（北広島市教育部図書館計画担当参事・北広島市図書館長） 
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Ⅳ．事業開始当初に設定した課題及び本事業の目的 

学校図書館が単独で所蔵できる資料や情報には限界がある。また、北海道は、

学校司書配置が全体の２割に満たないという地域事情もある。そのような現状で

学校図書館の活用の促進を図るためには、整備が進むＩＣＴ環境や地域の図書館

や博物館などの力を借り、資料や情報探索のゲイトウェイとなることで、学校図

書館の情報センターとしての機能や有用性を知らしめていく取組が必要と考えて

いる。 

今日の図書館は、世界に溢れる情報を引き出すための玄関口であり、電源のコ

ンセントや水道の蛇口に例えられる。学校図書館もまた同様に、学校教育に資す

る様々な情報を探索、入手できるゲイトウェイとして機能しなければならない。 

とりわけ、子ども向けに編纂された郷土資料は極端に少なく、社会科副読本は、

まちの将来を担う子どもたちに郷土の魅力を伝えていくための貴重な資料である。

その内容を補完する資料や情報を学校図書館の蔵書のみに頼らず、ＷＥＢ上のオ

ープンデータや、図書館員や学芸員が作成する情報源などを簡単に取り込めるよ

うにする知識や手法のナレッジ化に力を貸すことが、情報センターとしての学校

図書館機能をさらに押し上げることとなるのではないだろうか。 

小学生の郷土学習を深めていくという地域課題の克服のために、教員・学校図

書館・地域の図書館など教育委員会が密接に連携をして取り組むことで、結果的

に蔵書や人員に課題を抱えていながらも課題解決能力を有する学校図書館・学校

司書の振興の道筋も見えてくると考える。 

 また、この度の新型コロナ肺炎の拡大により、教育の情報化が喫緊の課題であ

ることを改めて思い知らされる結果となった。この調査研究は、学校教育がリモ

ート授業における指導法や電子教材を確立していくための、ひとつの糸口となる

要素も併せ持っている。 

 

Ⅴ．取組内容 

（１）電子版「小学校社会科副読本・北広島」教材作成ツール研修会 

教材作成ツールの実技指導を、図書館および市内各小学校で開催、市内３・４

年生担当教員および図書館司書・学校司書 60名の参加を得た。 

 

 

 

 

 

 

 
副読本編集委員会でのデモ/８月４日 緑ヶ丘小学校教員研修/９月 30日 
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（２）電子版「小学校社会科副読本・北広島」を活用したモデル授業開催 

 １１月１０日 大曲小学校３年１組教室  対象児童４０名、公開４名 

１１月２７日 緑ヶ丘小学校４年１組教室 対象児童４０名、公開４名 

※詳細は、３．モデル授業の記録を参照 

 

（３）電子版「小学校社会科副読本・北広島」活用の研究報告書作成 

活用の記録や意見などをまとめた活動報告書を作成し、教員ほか関係機関に配

布することで、より一層の普及をめざす。 

 

Ⅵ．事業実施により得られた効果・成果の概要 

本事業において、もっとも大きな成果は２例の先進的なモデル授業を行えたこ

とである。副読本を使用する３年生と４年生で各１例の実績があり、２例とも、

このシステムを存分に活用した授業となっていた。 

新型コロナ肺炎拡大防止のため、企画運営委員会への移動制限、研修会および

モデル授業等への参加人数の制限、長期の臨時休校から休校明けの過密スケジュ

ールなどの影響で、この調査研究事業の実施は非常に困難な展開を強いられた。

委員とのメールでの密な連絡、各校巡回方式での実技研修会の開催、モデル授業

の映像収録による公開などの代替策を講じたものの、当初見込んでいた開催回数

と参加人数には達することができなかった。 

従って、この度の事業中では電子版社会科副読本活用の裾野を広げるという点

で多くの課題を残すこととなったが、学校図書館・地域の図書館がＩＣＴ環境を

駆使して学校と連携し、先端的な授業内容を実現できたという点では、大きな事

業効果を得られたものと考えている。 

今後は、この事業で得られた調査研究報告書を最大限に活用し、裾野を広げる

活動を計画的に行っていきたい。 

 

Ⅶ．事業成果の普及 

事業成果の普及については、本報告書の制作と配布のほか、北広島市図書館ホ

ームページに掲載する。 

また、報告書と大曲小学校でのモデル授業の様

子は、株式会社図書館流通センター「バーチャル図

書館」での閲覧を可能とする予定。 

※株式会社図書館流通センター「バーチャル図書館」

（現在はデモ版）https://www.vrlib-trc.jp/  

https://www.vrlib-trc.jp/
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２．電子版社会科副読本および教材作成ツール(k-plat)の概要 

 

（１）電子版「小学校社会科副読本・北広島」について 

 

小学校社会科副読本・北広島が電子

版になったことで、各教室で大画面に

投影したり、タブレットでの閲覧が可

能となった。画面の拡大・縮小も可

能。 

 

 

さらに、各先生が自作した資料や WEBページなどを簡単に貼り付け、画面に呼

び出すことができ、作成した資料は他の先生と共有することも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のように自分の教材資料を電子版に貼り付けて活用するためには、「副読

本教材作成ツール（k-plat）」での作成が必要となる。 

 

k-platの操作は、極力シンプルなものとなっている。 

ホームページのアドレスをコピーして貼り付けたり、自作した資料データや他

の教員が作成したファイルを選んで貼り付け、副読本を活用した授業を、よりリ

アルに向上させることが可能となる。 

 

次頁：k-platの説明 

自分なりの教材を貼

り付けておき、授業な

どで活用。 
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（２）副読本教材作成ツール(K-plat)について 

 

郷土の学習を担当する市内各教員や図書館司書に、それぞれ IDとパスワード

が与えられているので、それを使い、K-platにログイン。 

 

①ＷＥＢページを追加  

 副読本第９章昔から今へと続くまちづくりの章の 191pに中山久蔵のふるさと

太子町の記述がある。太子町は聖徳太子のお墓（陵墓）があることで有名で、疑

似的にそこに行ってみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Googleマップで聖徳太子廟を探し 

ストリートビューで、その前に 

立つような仕掛けを簡単に作る 

ことができる。 

 

 

 

➁自作または他の教員の資料を追加する 

 ある先生が、

副読本第４章わ

たしたちの市の

あゆみで、昔の

足踏み式ミシン

を動かす動画を

貼り付けていたとする。その動

画を借用して自分の資料に貼り

付けることが可能となる。 
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③関係資料収集を助ける 

図書館が連携し、学習の参考資料となる資料や情報リストを参照することがで

きる。また、システム上へのリスト作成の依頼も可能。 

 

※詳細は、参考資料（１）図書館作成の図書・情報リストサンプルを参照 
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３．モデル授業の記録（１） 

大曲小学校３年生「第４章 わたしたちの市のあゆみ」 

①指導案 

令和２年１１月１０日（火）３校時 
児 童：北広島市立大曲小学校３年１組 

指導者：山本 和彦 
１ 単元「わたしたちの市のあゆみ」 
２ 本時のねらい 
・ 教科書に写るまちや人々の様子に関心をもつとともに、昔の道具とそれが使われて
いたころの暮らしを取り上げて学習問題をつくり、単元の学習への意欲と見通しを立
てることができるようにする。 

３ 授業の視点 
① 昔の様子がわかる写真や道具から今との違いや暮らしの変化に気づかせる。 
② 電子版副読本を活用して、画像を大きく提示したり、動画で実際の動きを確認し

たりすることで教科書の資料の確かな理解を促す。 

４ 本時の展開 

過

程 
主な学習活動 教師の働きかけ 留意点 

 

 

課

題

把

握 

 

10 

分 

○写真 A 、B を提

示する。 

 

 

○今の神社を提示

する。 

○昔の神社の写真

を教科書から探さ

せる。 

・両方とも同じ施設です。どこだと思いますか。 

（学校） 

・どちらが古いでしょうか。理由も考えてみまし

ょう。（B） 

・どこの写真ですか。（神社） 

・昔の神社はどんな様子だったのでしょうか。 

・今とはどんなところが違いますか 

・写真 A（昭和４

０年） 

※約５０年前 

・写真 B（大正９

年） 

※約１００年前 

・今の神社 

・電子版で拡大

して確認する。 

○今日の課題を考

える。 

 

・今日は何を学ぶ時間になりそうですか。 

課 昔の北広島の写真や道具から今とのちが

いを見つけよう。 
 

・ペアで相談 

 

課

題

解

決 

 

25

分 

○教科書の２枚の

写真を比較させる。 

○気づきを発表さ

せる。 

※ペアで交流→全

体で確認 

○今との比較をさ

せる。 

・まちの様子の写真を見て、分かったこと、気付

いたこと、考えたことをノートに箇条書きしよ

う。 

・どんなことに気づきましたか。 

 

・今の様子と比べてみましょう。 

・どんなことに気づきますか。 

 

 

・電子版で拡大

して確認する。 

・ リ ン ク か ら

Googleマップを

見せる。 

○道具について考

える。 

 

 

 

・昔は道具も今と違っていました。（教科書の道

具を確認させる） 

・それぞれどんな使い方をするかわかりますか。 

※現代のミシンを用意して、違いに気づかせる。 

・電子版で拡大

して名前を確認

する。 

・電子版で動画

を確認する。 

振

り

返

り 

10

分 

○学習問題づくり

をさせる。 

 

 

・昔の写真や道具を調べると何がわかりますか。 

ま 昔の写真や道具を調べると、くらしの様

子がわかる。 

・最後に、ノートにこれからの単元で「調べたい

道具」「知りたいこと」などを書きましょう。 

 

・机間巡視で例

を取り上げ、書け

ない子へのヒン

トとする。 

・学習問題につ

なげる。 
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②この授業で作成された副読本画面 

 

 

 

③授業記録 

 

「これから 3時間目の社会の学習をはじめます。」 

教科書はまだ閉じていて良いです。最初に、先生は資料を持って来ました。 

教科書にはない資料です。（1枚目の写真Aを提示）この写真は、どこの場所かわかります

か？ 

「むかしの学校？」 

もう一枚いきましょう（2 枚

目の写真 B を提示）。実は

AとBは同じ施設の写真で

す。ちょっと形が変わってい

るのは、建て替えをしたから

かな？どこだかわかります

か？ 

周りの人と話し合ってください。 

（話し合い） 

それでは、間違ってもいいので、どこなのか、想像した結果を教えてください。 

「中学校じゃないかな？」 

「駅、知新の駅」「小学校、大曲小学校だろうか？」 

「体育館だと思います」「交番？」 

大曲小学校の旧校舎 A：昭和４０年頃 B：大正９年頃 
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なるほど。ついこの間、交番のお勉強をしたばかりでしたものね。 

実は、答えですが、これは大曲小学校なんです。小さいなと感じますか？ 

「小さいです」「100年以上前ぐらいじゃない？」 

お、面白いこと言いましたね。さあ、実は、このA と B と、築が古いのはどちらでしょうか？ 

「Bだと思います。」「絶対 Bです。」 

Bだと思った人は、起立してください。どうして Bだと思いましたか？ 

「Aは 2階建てだけれど、Bは 2階建てではないです」 

「とても古そうに見えるからです」「藁みたいので作られているからです。」 

「写真が古いからです」「Aはドアのところに窓みたいのがあり、Bにはないからです」 

細かいところまで見てますね。他にはありますか？ 

「（建物の）素材が違うと思います」「A のほうは綺麗だけれど B のほうがちょっと汚い感じ

がします。」 

なるほど。答えは B です。ちなみに A の写真が撮られたのは、今からだいたい 50 年前で

す。B ですが、これは大体 100 年前の大曲小学校です。これは、今日から勉強していく内

容につながります。 

それでは、次にもう一つ、見てもらいた

い写真があります。（写真を提示）何か

わかりますか？ 

「神社」 

そう、神社です。これはいつくらいの神

社でしょうか？今の神社ですね。それで

は神社は、昔はどんなのだったでしょ

う？それを調べてみましょう。教科書を

開いてください。 

教科書の中から、神社の古い写真があるページを探してみてください。92 ページ資料に

（ア）から（ウ）の写真がありますが、どれでしょうか。 

「（ア）です。」 

そうですね。（ア）をみればいいですね。それでは、この古い写真と今の写真ではどういった

違いがあるかを見ていきましょう。 

「階段がちょっとしかありません」「鳥居が違います」 

鳥居はどう違いますか。古い鳥居ではどう違うと思いますか？ 

「古いのは木？新しいのは、金属に見えます」 

「古いのには、階段がありません」 

「今の建物は奥にも建物があるように見えますが、古いほうには何もありません。木も。」 

そうですね、100年経つと、周りの景色もいろいろ違いがありますね。 

今日の勉強は、こういったことをしていくのですが、どういったことを勉強していくと思いま

広島神社の今昔を比較 
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すか。話し合ってからわかったことを教えてください。 

「昔と今のちがい？」「昔と今を比べる？」 

そうですね、じゃあ、ノートを開いてください。新しい勉強が、今日からはじまります。 

「私たちの市の歩み」です。みなさんにいろいろなことに気づいて答えてもらいましたが、ど

うも、昔のことを調べそうでしょう？課題も書きますよ。 

「今と昔の違いを写真や道具から探そう」というのが課題です。 

 

それでは進めていきましょう。み

んな探すのが上手なので、ここか

らはみんなにノートを使って違い

を沢山見つけて、気づいたことを

書き出してもらうという方法でや

ってみたいと思います。 

（イ）と（ウ）の写真を見てもらいた

いんですが、これから時間を 4分

とります。それで、（イ）（ウ）どちら

からでもいいので、「あ、こんなこ

とがある」とか「これは今とちがう、変わった」など、気づいた事柄を沢山ノートに箇条書きし

てほしいんです。 

「箇条書き」というのは、ぽつんと点をうって手短に書くことです。できるだけ短いほうがい

いです。昨日の授業では多い子は 13個くらい書いてました。3年生なら三つ書けたら合格

です。6 個かけたら 6 年生レベルです。いろんなものが見えてくると思うので、見えてきた

ら箇条書きしてください。最初の一個だけ、書けたら、先生に見せに来てください。先生が

マルをつけます。そのあとは、机に戻ってどんどん書いてみてください。わかりましたか。4

分間頑張ってみてください。よーい、はじめ。 

（はじめてすぐ、先生の前に長蛇の列、先生はひとつひとつ短いコメントしながら丸をつけて

いる。） 

（生徒のノートを眺めながら）ものすごい細かいことを見つけた人もいますね。3 つ書いて

合格レベルの人も沢山いますね。目に見えるものを書いてもよいし、目に見えないものに

気づいている人もいますね。あと、「量」を考えている人もいます。多いとか少ないというこ

とを考えている人もいます。 

それではみんなどんなことに気づいてくれたのかを、発表してももらおうと思います。 

まず（イ）の資料を見てもらっていいですか。お店のほうです。さあ、これでなにか気づいた

ことはありますか。 

「これはお店なの？」 

そうです。これはお店なんです。お店で気づいたことがある人は、教えてください。どうぞ、

昔の画像から今との違いをみつける 
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自信もって発表してください。友達が発表して、もし自分も同じことを書いていたりしたら、

その箇条書きに赤で丸をしたりするといいかもしれません。 

児童「商店の上に看板がありますが、看板の中に名前と絵が描かれています」 

なるほど、同じことに気づいた人（挙手）。今の看板はこの写真みたいになっていたりするの

でしょうか。ちょっと不思議な感じがしますよね。ほかにはありますか。 

「自動車じゃな

くて、馬」 

そうですね。こ

れですね。こう

いうのなんてい

うか知ってる？ 

「馬車！」 

そうですね。馬

車ですね。今だ

ったら何？ 

「車！」 

車ですね。車は

走っていません

ね。これ気づけた人（挙手）。ほか気づいたことありますか。 

「女の人で髪飾りをつけている人が多い」 

細かいところ見ましたね。女の人、頭を見ると髪に何かをつけていますね。ちょっと今のとは

違いますね。 

「金属のドアじゃないです」 

金属のドアじゃない、ドアは、何でできているんだろう。 

「木？」 

そうですね。まだほかにありますか。 

「今と同じように看板に味噌と醤油の文字があります」 

すごい細かいところまでみていますね。ほかにはありますか。 

「下が、土です。」 

砂利や土ですね。今だったらここはどうなってますかね。 

「コンクリート！」 

そうですね。コンクリートやアスファルトだね。次で最後にします。 

「人が外に沢山います」 

外をうろうろしている人がたくさんいることに気づいたのですね。 

 

では、もう一枚の写真（ウ）はどうでしょう。 

明治時代の商店の写真と今を比べる 
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「道が、広い」「家の隙間に穴がある」 

「畑が多い」「道路がない」 

道路はないのでしょうかね。いちおうこれが道路なんですが、この時の道路はなにでできて

ますかね。 

「土？」 

土ですね。土のままですね。ほかに気づいたことある人いますか。 

「（イ）のほうはお店の建物しか見えていないんですが、（ウ）の写真はほかの家もたくさんあ

ります。」 

そうですね。建物がみえます。この写真は実は、北広島の100年くらい前の姿なのですが、

100年たった今、どんなふうになっているか、知りたくありませんか。 

「知りたい知りたい。」 

 

（Googleストリートビューで、現在の北広島市発祥の地点を投影↓） 

それでは、おんなじ場所の今の映像を見てみましょうか。今はどうなっていると思いますか。 

「家がたくさんある？」 

「もしかして 36号線？」 

どこなのか、わかりますか。 

「あ、たにぽん（駄菓子屋）！」 

（ビューを動かし）あ、こっちに行ったら、たにぽんですね。こっちが市役所ですね。 

（さらにビューを動かし）こっち側に進むと花ホールとか駅のほうですね。教科書に載ってい

る場面は、こっちのほう（逆の方角へ動かす）なんです。どうですか、店の感じとか… 

「全然違う」「電線がいっぱいある」 

そうですね。電信柱があります。昔、電柱はありましたか。 

Googleストリートビューで古い写真の場所をさがす 
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「ないです」「道路に文字が書いてある」 

そうですね。土の道路に文字って書ける？ 

「車がいっぱい」「信号がある」 

信号ですね。そうですね。そして、こっち側、このあたりが（ウ）の写真です。 

「えー」 

はい、では隣の人や後ろの人と感想を話し合ってください。 

（話し合い中） 

それでは、感想を何人かに教えてもらいましょう。 

「家が潰れてしまった。」 

それは、昔あった家が潰れてしまったということでしょうか。そうですね。昔あった家はなく

なってしまいましたね。ほかにありますか。 

「今は信号あるのに、信号がないです。」「あと、道路もない」 

信号や今のような道路がないですね。こんなふうに、昔の写真をみると、今との違いに気づ

けますよね。今と、なんで変わったのかなあとか、いつ変わったのかなあとか、とか知りたい

ですよね。 

 

もう一つ今日はやるのですが、次は

道具を見てほしいんですよね。 

みんなこの子達知っていますか？ 

「みのりちゃんとさえらちゃん、りょうす

けもいます。」 

この子達何か持っているでしょう。 

「昔の道具」 

みんな昔の道具は見たことありますか。 

「知新の駅でみたことがあります。」 

のぞみちゃんが持っているものは、何かわかりますか。 

「くわ」「畑耕すやつ」 

じゃあ、こっちの写真。みんなの教科書にもあるんだけれど、みのりさんとさえらさんのとこ

ろにある、これが何か知っていますか。 

「いろり」 

囲炉裏ってどういうふうに使うものですか。隣の子と話し合ってごらん。 

昔の道具について調べる 
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（話し合い） 

いろりの使い方を知っている人（挙手） 

「火をつけます」 

どこに火をつけるの？ 

「鍋の下です」 

「家を温かくします」 

なるほどなるほど。 

「鍋の中にお米をいれたりします」「お料

理します」 

暖房みたいな働きもしたりお料理もでき

るという意見がでましたね。どうやって使うか見たくないですか。 

「みたい」 

囲炉裏の使い方について説明した動画があるので、見てみましょう。 

（動画：NHKアーガイブス回想法ライブラリー「いろり」） 

これね、家の中で火をつけるから暖房の代わりになったんだって。で、さっきお料理のことも

言ってくれましたよね。 

お料理も大正解です。この周りを家族

で囲んで家族団らんです。みんなダイニ

ングテーブルとかでご飯を食べません

か。みんなで集まり、ここでお料理をあ

っためながらよそって食べたりしていた

んです。 

もう一個あります。これは、何でしょう

か。 

「ミシン」 

はい。ミシン見たことある人（挙手）。 

でも、このミシン、何か違いますね。このミシンも、映像で見てみましょう。今のミシンとちょっ

と違うんです。 

（動画：シンガー アンティーク足踏みミシン 動作確認１） 

さあ、どこが違うか気づきましたか。隣の人と話し合ってみましょう。 

（話し合い） 

さて、どうでしょうか。足を踏むところが違うよって気づけた人（挙手）。足で踏みつけたらど

うなってましたか。 

「何かが回っていました」 

じゃあ電気は？ 

「使わないです」 

囲炉裏の動画を視聴 

昔のミシン（足踏み式）の動画を視聴 
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じゃあ、（写真の）さえらちゃんが持っているミシンを見てみましょう。これ、足踏むところが

ありません。これってどうやって回すのでしょうか。 

「手で回す」 

ここに、実物があります。見たいです

か。 

「みたいみたい」 

（実物を袋から出す） 

これ、どうやって動かすんでしょう。実

践できる人いますか。（挙手） 

（生徒がミシンを回す） 

ありがとうございます。ではこのミシ

ンを手で回して、どうやって縫うので

しょうかね。 

「だれか回してくれる」「机において使う」「片手で回して片手で縫う」 

これ、みなさん触ってみたいでしょう。皆さんこれ、休み時間に置いておきますから、好きに

触ってみてください。 

これは大事な道具なのでみんなで触ってもいいですが、乱暴には扱わないようにしてくだ

さいね。昨日、先生はこのミシンに油をさしておきました。少し油のにおいするかもしれませ

ん。 

 

さあ、きょうの学習のまとめに入っていきましょう。 

これまで昔の写真を見たり道具をみたりしてきましたが、どんなことがわかりましたか。周り

の人たちと話し合ってください。 

では、どうでしょうか。 

「今と昔の違いは、遠い」 

遠い。とは違いが大きいということでしょうか。なるほど、すばらしい。 

「使いやすくなっています」 

昔から今になると道具が使いやすくなっているよ、ということですか。もし今も昔のように土

の道路だったらどうなりますか。 

「やだ」 

ミシンが昔のままだったら、お母さんはどうするかな。 

「無理」 

便利になってきているんですね。 

「今は、自動で動いています」 

なるほど、自動でとは、何の力で動いていると思いますか。 

「電気」 

昔のミシン（手回し式）を動かしてみる 
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この辺が、これからの授業でのヒントになるかもしれませんね。 

それではノートにまとめを書いていきましょう。 

昔の写真や道具を調べると、今との違いがわかる、とっても良いまとめになりました。 

きょうは、これで終わりじゃないんです。みなさん、これからの授業でどんなものの今と昔の

違いが知りたいのかを最後にノートに書いてもらいます。 

30秒くらい時間をあげますので、何の道具について調べたいのか話し合ってください。 

それではここ（板書）に書いたように、「わたしは道具の○○が調べたい、何故なら～だから」

というところを埋めていってください。それが今度の授業につながっていきます。話し合っ

たりして、書いたら今日の授業は終わりです。 

「道具じゃなくても良いのでしょうか。例えば作物のつくり方とか」 

作物のつくり方も違うかもしれませんね。それは良いと思います。 

昔の靴下が知りたい？面白いですね。昔は靴下があったのか、わかりませんね。 

「ゲーム機が知りたいです。なぜなら昔と今は違うからゲームも違うと思ったからです」 

「スマホがあるか知りたいです」 

「食べ物が知りたいです」 

いろいろありますね。時間が来てしまったので、授業はここまでにします。ノートを点検させ

てもらいたいので、書き終わった人から先生のところまで持ってきてください。 

 

今日の勉強どうだったですか。 

「楽しかったー」 

社会好きじゃなかった人、どうだった？楽しかったですか。 

「楽しかったー」 

（※児童の感想等は研究レポート⑴「電子版副読本について」に詳述） 

昔の道具を調べるのは 6年生の授業につながるので覚えておいてくださいね。それでは日

直さんお願いします。 

「これで 3時間目の社会の学習を終わります」 
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３．モデル授業の記録（２） 

緑ヶ丘小学校４年生「第９章 昔から今へと続くまちづくり」 

➀指導案  
令和 2 年 11 月 27 日（金）第 4 校時 

児童：北広島市立緑ヶ丘小学校 4 年 1 組 
指導者：山﨑 智行 

１．単元 「北広島のうつりかわり」 
 
２．本時のねらい 
 和田郁次郎の半生から学習問題を作り、北広島開拓の歴史や現在の様子について興味や
関心をもつことができるようにする。 
 
３．授業の視点 
①郁次郎が直面した様々な問題について、自分ならどうするかシミュレートする。実際は
どうだったのか、紙芝居や昔の様子が分かる写真などの資料を用意し、考えを深めさせる。
＜個人・主体的で深い学び＞ 
②電子版副読本を活用して、画像を大きく提示したり、動画で実際の様子を確認したりす
ることで教科書の資料をより深く活用し、児童の理解を助ける。＜自信をもたせる・学習
支援＞ 
 
４．本時の展開 

過程 主な学習活動 働きかけ 留意点（◎研究との関わり ☆評価） 

課 

題 

把 

握 

５ 

 

○北広島市の人口推移を表すグラ

 フを確かめる。 

 

○和田郁次郎の写真を見る。 

・北広島市の人口は増えましたね。 

・北広島がどうできたのか、中心とな

った人物について学習しましょう。 

図１グラフ 

写１郁次郎① 

写２郁次郎② 

写３郁次郎③ 

 
課 和田郁次郎が何をしたのか調べよう。考えよう。 

◎写真や紙芝居を用い、親しみを持てるよ
う 工夫する。 

 

課 

題 

解 

決 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○紙芝居①(誕生～渡道)を見る。 

 

○郁次郎になって考えるその１ 

 ■何のために行くのか。 

 ■行くために何をする?  

 

○予想の発表や答えの確認をする 

・新しい場所に行き、村を作ろう！と

いう計画を立てる。しかも知らない土

地。 

・自分ならどうするか考えて書いてみ

よう。 

 

・開拓はビジネスチャンス。 

・行く前には調査。 

写４和田夫妻 

 

紙芝居を用い、郁次郎の

半生に迫らせたい。 

 

◎自分事として考えるこ

とで、主体的に取り組め

るようにする。 

○紙芝居②（開拓の苦労①） 

 

○郁次郎になって考えるその２ 

 ■調査でどんな人を連れて行く

？ 

 ■何を見てくる? 

 

○予想の発表や答えの確認をする 

 

○紙芝居③（開拓の苦労②） 

・いよいよ事前調査に行きます。 

 

・自分ならどうするか考えて書いてみ

よう。 

・一緒に行きたいと言ってくれる人。 

・人が住むのにいい場所かどうか。 

 

＊資料等から入植地の現在の様子を確

かめたり、郁次郎らの足取りを追わせ

たりしたい。 

紙芝居 

 

 

◎具体的に記述させ、実

際の様子と比べて考えを

深めさせたい。 

 

写５やストリートビュー

で現在の様子確認 

北広島TVの映像資料 

○紙芝居④（開拓の苦労③） 

○郁次郎になって考えるその３ 

 ■準備したのに失敗…どうする 

 

○予想の発表や答えの確認をする 

○紙芝居⑤（発展） 

 

 

・来たはいいけど、大変なことが起き

ました。さぁ、自分ならどうする？ 

・伐採作業、俵製作で乗り切る。 

 

・無事成功して、家や人も増えてきた

。 

・「和田市」になっていたかも 

 

 

 

紙芝居、写真資料の活用 

 

他の入植の失敗にも留意

させたい 

◎聞くだけでなく、考え

た根拠も明らかにさせた

い 

紙芝居 

写８郁次郎邸 

写９～11 発展の様子 
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振 

り 

返 

り 

 

１０ 

 

 

 

 

○現在の北広島、故郷の段原の様

 子を比べる。 

 

○学習の感想を書く。 

 

・様子を比べてみよう。 

・偶然かも知れないけど、川、駅、球

場 がある。何かのつながりかな? 

 

 

地図 現在の北広島 

地図 現在の段原付近 

 

 その他写真等準備 

 

 

 

 

 

ま 多くの苦労や人々の協力で北広島市は大きくなった。 

 

☆自分だったらどうするか、考えて記述で
きたか。郁次郎について考えを深められた

か（ワークシートから） 
  

 

 

  

 

 

➁この授業で作成された副読本画面 
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➂授業記録 

 

今日の授業ですが、ノートを使いませ

ん。プリントを用意しますので、教科書と

鉛筆を用意してください。 

こちらをご覧ください。人口（推移のグラ

フ）です。どこの街の人口なのかわかりま

すか。北広島の人口のグラフです。 

ある時点から、急に増えてます。なぜ、こ

んなに増えてしまったのでしょうか。 

この辺の（近い過去）人口の増加は今

度の授業で行うとして、この辺（遠い過去）のことを学んでいきます。 

 

今日は、北広島がどういう風にできたのかを、中心となった人物のことを中心に学習して

いこうと思います。 

その人物は誰かというと（写真

を提示）、はい、この中にいま

す。下から三段目の一番右の

人です。これだけでは、ちょっと

わからないかもしれませんの

で、もう一つ写真を見せます。

（写真を提示） 

「和田郁次郎！」 

そうですね。これだとおなじみ

の写真ですね。和田郁次郎さ

んです。 

今日の課題ですが、和田郁次郎さんはどのようなお仕事をしたのか、調べたり考えたりし

てもらいます。名前や写真を、市役所で

見た人もいると思います。それで、先生

は紙芝居を描きましたので見ていきたい

と思います。 

7 月 21 日広島県の段原村というとこ

ろで生まれてます。兄弟は 7 人いて、15

歳で身長 175 センチだったそうです。和

田さんが生まれた時代ですが、それまで

は、まだ武士の時代で、刀を持つ武士が

北広島の人口の推移 

和田郁次郎がいる集合写真 

紙芝居 1枚目 
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えらかったんです。生まれたころに武士の時代が終わって、郁次郎さんは刀を持つことをや

めて、金具を作ったり金属を叩いたり、家具を作ったりしていました。それでお金を稼いだ

そうです。また、傘の骨のシステムを考えたそうです。こうして成功をおさめたのですが、な

んのためだったのでしょうか。 

それは、北海道に行ってみようとしていたからだそうです。広島で生まれたでしょう。親戚

に、自分の田んぼや畑はいらないと言って譲ったそうです。32 歳で結婚とありますが、そ

の御相手の写真もあります。シゲさんと

いう方です。 

ここから皆さんに考えてもらいます。新

しい土地に行き、村ひとつ作りたい。なん

のために作りたいと思いますか。君たち

が開拓をする立場になって考えてもらい

ましょうか。プリントの①のところに書いて

ください。ここは、好きなことを書いてよ

いですが、あとで郁次郎さんが何のため

に村を作ったのかを確認します。 

何か書けたひとはいますか（挙手）。 

「まず拠点を作り、発展させて人口を増やしたいです」 

ありがとうございます。 

「みんなが楽しく暮らせるように作りたいです。」 

みんなの楽園を作る、なるほど。ありがとうございます。 

「いろんな人が住めるようにしたいです」 

いろんなところから呼び寄せたいということですね。 

「ひとのために手助けをしたいという気持ちで村を作ると思います。」 

自分のためじゃなく、人のためにということですね。 

「北海道ににぎやかなところを作りたいです。」 

なるほど。和田郁次郎さんは、何のためにお金をため、北海道へ行ったのでしょうか。最初

から人口を増やしたかったのかはわかりませんが、北海道を開拓して人が増えると、まわり

まわってお金が入ったということがあったかもしれません。北海道を切り開くということは、

言葉はわるいですが、お金儲けできるということです。 

次ですが、北海道で儲けようとするときに、何を準備するでしょうか。 

「おかね？」 

そうですね、お金をためて、その次に何をするでしょうか。 

「開拓の仕方がわかる人や、北海道に詳しい人を集めると思います。」 

ほうほう、人の協力ということですね。 

和田郁次郎と妻シゲの写真 
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「完成図を作ると思います」 

完成予想図ですね。我々の図工と同じで

すね。ほかにありますか。 

「まずはどんなときにも大丈夫なように家を

作ります」 

「お金を儲けるための作業場となる倉庫を

作ると思います。」 

「開拓に必要な道具をあつめると思いま

す。」 

そうですね。いろいろ準備しなくてはならないですね。いろんな下準備があるという風に思

われますよね。 

それでは、どんな準備をしたのでしょう。 

郁次郎さんは、心を燃やして北海道のお勧めされた場所へと向かいます。すると、どうで

しょうか。そこは、木が常に強い風によって傾いています。厳しい環境で心が折れかけます。

一度戻った郁次郎は再び偉い人からおすすめの場所を教えてもらい、２年後に向かいます。

そこも森だらけで、どこから開拓しようかと選んだのが、現在の北広島です。昔は、札幌月

寒村といいました。その時と同じ時期に、皆さんご存じの中山久蔵さんも北海道に来てい

て、水田を作ろうとしていました。そして、調査をしていくのですが、どんな人を連れていく

と思いますか。 

「その土地に詳しい人？」「調査に役立つ人を連れていきたい」 

なるほど、それでは何を実際調べると思いますか。村を一つ作りたいんです。 

「気温のこととか、風の強さとか？」 

自然の様子のことかな。 

「開拓しやすい場所かどうか」 

「建物が立てやすい場所かどうか」 

いろいろでましたね。それでは、今の北広島を見てみましょう。（Googleストリートビューを

表示） 

和田郁次郎が住んだ場所（Googleストリートビューを利用） 

紙芝居 3枚目 
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北広島の交番があるところわかりますか。輪厚川があるところです。この奥へ行くと江別

のほうになります。場所はなんとなくわかるかな。（輪厚川河川敷周辺の写真を表示）ここが

交番で、和田郁次郎さんが家を建てたのがこのあたりなんです。今は何もないですが。 

次に映像をご覧ください。 

（きたひろ TV「開拓始祖 和田郁次郎たちの歩んだ道」 http://kitahiro.tv/?p=733） 

 

今、映像を見ていただいたんですが、開拓時の苦労が、いろいろありました。そして、時

を同じくして、広島県からほかにもやって来ようとしていたひとがたくさんいました。その一

つが、およそ 600 人、9 月 7 日舟に乗って、出てきたんですが、途中で病気が発生し、根

室着いたら 10月の半ばでした。10月って寒いでしょう。とても開拓どころではなく、農業も

できなくて、お金もなくなりました。北海道へいって大丈夫かと言われるようになりました。

それで、郁次郎さんはみんなが来るなら、安心させてあげなくてはと思いました。そして、あ

とから来るみんなのために１2月に家を作ろうとしました。そして4人で冬の原野へ向かい、

木を伐り家を作りました。そして、稲を植えられるように稲の種を予約して戻りました。その

時使ったお金が、約 70 円だったそうです。いまだったら 70円はうまい棒 7本くらいです

が、当時だと437万円くらいでした。貯めていたお金を、全部使ってしまったそうです。とこ

ろが、（農作物は）全滅でした。お金が稼げると思ってきた人たちは「話が違うぞ」とか、「もう

だめだ」と思いました。ここで諦めたらだめだと郁次郎は思いました。郁次郎は久蔵がやっ

ていたから大丈夫だと思い、米をやって

みたのに、米がとれなかったり全滅したり

したのです。じゃあ、みんなだったらこん

なときにどうしますか。いろいろ準備して

やるぞというときに大ピンチです。 

だれか書けた人いますか（挙手）。 

「助けをよびます」 

「ぼくはきゅうちゃん（中山久蔵）を呼ぶと

思いました。」 
紙芝居 5枚目 

http://kitahiro.tv/?p=733
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全滅をなんとかしてもらうことはできなくても、なにか教えてもらうことはできますね。 

「海の近くに行って魚をとります」 

別の食糧ですね。 

「もう一度研究してやりなおす」 

なるほど。いろいろありがとうござい

ます。 

郁次郎は、みんなおちつけといい

ました。男たちは木を切ってきなさ

い、女子には生えている草から藁を

とってきなさいと言いました。そ

して、炭を作って藁でかごを作っ

て入れて売ってきなさいといいました。そしたら、なんとかセーフでした。結構売れたようで

す。その年の冬を越すにはなんとかセーフだったそうです。さすがビジネスマンですね。 

そのあと、２年目は大成功です。よかったですね。米がとれました。そして、うまくできるよ

うになったので、ふるさとの仲間を北

海道に呼びました。でも、北広島で

切り開くところがなくなったので、別

なところへ呼びました。そこは「ない

えむら」といって和田郁次郎が関係

しているところで第二広島村だった

そうです。そしてそんな様子を見て

いた北海道のえらいひとは、感心し

て作った村の名前を「和田村」にしな

さい、と言いました。 

 

写真をみましょう。これが和田郁次郎の家です。郁次郎の家の一部に役所を作りました。

そして年数がたつとだんだん家がこうやって増えていきます。時間がたつと、そういう場所

は残っていませんけども、こんな感じになっています。いろんなひとの協力があり、失敗を

明治２６年の写真：和田郁次郎邸の一部に役場ができる 

紙芝居７枚目 

紙芝居８枚目 
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乗り越えました。みんなの力があったので、「広島村」という名前になりました。 

 

ちょっとここでですね、みなさんに見てもらいたい衝撃の事実があります。（グーグルマッ

プで北広島の地図を表示）ここが和田郁次郎の家あたりで、ここが駅、この辺りは（日本ハ

ムファイターズ ES CON FIELD HOKKAIDO）ボールパーク予定地です。 

 

そして、現在の郁次郎の故郷の段原村まだのこっています。 

（グーグルマップで広島市段原付近の地図を表示）ここのあたりが郁次郎の故郷です。 

 

このすぐ近くに球場があるんです。広島（東洋カープMAZDA Zoom-Zoom スタジア

ム）の球場。偶然かもしれませんが、北広島にボールパークできたら、段原と似てきますね。

そういうつながりもあるかもしれません。 

 

そしてこの写真は故郷へ帰った和田郁次郎の写真で、もうお亡くなりになるあたりの前

の写真です。この写真で郁次郎さんが使っていたコートなんですけれども、同じような物を

もってきました。あとで見てみたり着てみたりしてください。それではこの時間は終わりにし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  和田郁次郎が着ていたものと同じようなコート 

現在の広島市段原地区周辺（google ストリートビュー）
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④児童の感想等 

●和田郁次郎さんが北海道に村をつくるまでを知れて、勉強になりました。 

●和田郁次郎さんの苦労や北広島のでき方。和田郁次郎さん、本当にありがとう

ございます!! 

●いろいろな苦労を乗り越えて開拓したのが分かった。 

●和田郁次郎についてよくわかったし、炭を売ってもらったお金で作ったのがす

ごいと思いました。 

●北広島の事がよく分かって、これからも北広島のことが知りたいです。 

●ぼくは、中山久蔵やクラーク博士の事しかあまり知らなかったから、このよう

な機会に和田郁次郎のような北海道、北広島を開拓したすごい人について知れて

よかった。 

●和田郁次郎さんの事がいろいろ分かったのでよかったです。自分だったら…の

ところもとても楽しかったし、自分もこういうことをするということが考えられ

たのでよかったです。 

●えらい人が来たけど、ちゃんと勉強できました。 

●和田郁次郎がどのような事をしたのかがよくわかった。 

●和田郁次郎さんは中山久蔵みたいにとてもがんばっていたんだなと思いました。

失敗してもあきらめないのがすごいと思う。 

●和田郁次郎のことが知れてとても勉強になりました。 

●和田郁次郎さんはとてもすごい人だとあらためて分かりました。 

●和田郁次郎がすごい人っていうことがわかりました。 

●先生にされた質問も映像も、すごいおもしろかったです。 

●４人でやったのがすごいと思いました。 

●和田郁次郎さんがお米に失敗したけど、木を切ったりしてお金を稼ぐのがすご

いと思いました。 

●自分だったらどうするかを考えるのが楽しかったです。 

●どんなすごいことをしたのかが分かって、よかったです。 

●すごい和田郁次郎のことが分かってよかったです。これからも和田さんのこと

がくわしくなりたいです。 

●和田郁次郎さんみたいに失敗しても折れずに努力することは、ぼくにはできな

かったと思います。 

●和田郁次郎さんのことをたくさん知って楽しかったです。 

●和田郁次郎の活躍がすごくておどろきました。 

●和田さんのことがよくわかりました。 

●北広島は昔広島村がもとになっていたのは知りませんでした。 

●和田郁次郎さんの過去が分かりました。 
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●この学習を通して、和田郁次郎さんがどんなことをしたのか分かったし、どん

な時でもあきらめないですごいなぁと思いました。 

●和田郁次郎は北海道の人口を増やしていることがわかりました。 

●和田郁次郎さんのことはあんまり分かってなかったので、すっごく和田郁次郎

さんのことが分かりました。 

●和田郁次郎のいろいろなことがわかったのでよかったです。 

●和田さんの知らないことがたっくさん知れてとても楽しかったです。紙しばい

も、先生の説明が加わったらもっと分かりやすくて「へぇー」ということがとて

もたくさんあり、今回の勉強が４年生始まってから一番勉強になった気がしまし

た。 
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４．研究レポート（１） 

電子版副読本について 

北広島市立大曲小学校 山本 和彦 

 

１.社会科授業における教材研究の重要さ 

担任が複数の教科を教える小学校教員

にとって、自身の専門外の教科を教えるこ

とは苦労を伴う。中でも、社会科は、若手

からその指導の難しさについて声が上が

る教科であり、児童からは嫌いな教科とし

て上位に挙げられる。その理由は、社会科

という教科の目標が「見えないものを見え

るようにする」ことにあるからだと考えられ

る。 

小学校学習指導要領における社会科の

目標には次のようにある。 

社会的な見方・考え方を働かせ、課題

を追究したり解決したりする活動を通し

て、グローバル化する国際社会に主体

的に生きる平和で民主的な国家及び社

会の形成者に必要な公民としての資質・

能力の基礎を養うこと。（小学校学習指

導要領より） 

授業づくりで重要になるのが、「社会的

な見方・考え方を働かせ」という部分であ

る。 

社会的な見方・考え方とは次のようなも

のを言う。 

社会的事象を位置や空間的な広が

り、時期や時間の経過、事象や人々の

相互関係に着目して捉え、比較・分類し

たり総合したり、地域の人々や国民の生

活と関連付けたりすること。 

内容を覚えることで身に付ける「事実的

知識」から、内容を理解することで身に付

ける「概念的知識」への深まりを目指すこと

が、社会的な見方・考え方を身に付けるこ

とにつながる。ゆえに、単純な知識の暗記

にとどまらず、複数の資料を読み取り、関

連させながら、社会的な事象の目に見えな

い関係性を説明する（見えないものを見え

るようにする）概念的知識を獲得させるこ

とを教材研究で意識しなければならない。 

また、社会科で学ぶ内容は、児童にとっ

て決して簡単なものではない。児童の住ん

でいる地域や身の回りの生活に関わる仕

事であっても、子どもたちにとって身近な

事柄とは言い難い。例えば、社会科で学ぶ

「公共施設」や「県庁所在地」のような、大

人であれば当たり前に理解できる用語で

あっても、目の前の児童の実態に合わせた

説明や例示が必要になる。 

このように、社会科の学習においては、

学習事項 1 つをとってみても、教科書のみ

で児童に理解させることは難しい。学習事

項について、その内容や使用方法、効果な

どを具体的に伝える資料や補足したり深め

たりするための資料を示すことで深い学び

に至る授業が可能となる。ゆえに、それら

の資料を準備する教師の教材研究が重要

となる。そして、社会科が教えにくい、教え

ることが難しいとされる理由である。 

 

２.郷土学習の難しさ 

このような教材研究のハードルは、特に、

３年生と４年生の学習で高くなる。 
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３年生と４年生の社会科では、身近な地

域や市区町村の地理的環境、産業の様子

などを学ぶ。日本の地理や産業、歴史を学

ぶ高学年の社会科とは異なり、教科書の

記述されている内容があてはまらなかった

り、地域の実態と合致しなかったりする場

合も多い。 

例えば、４年生で学習する「水はどこか

ら」の場合、教科書では、水源から浄水場、

私たちの家までが一つの流れとして示され

ている。しかし、本市には独自の水源がな

く、他市との協力の中で水を確保している。

水源も浄水場も他市にあるため、副読本

にもそれらについてのページを多く割けな

い。また、実際の施設を見学することもで

きないため、子どもたちにイメージさせにく

く、補助的な資料を用いて、施設の仕組み

とそこで働く人々の工夫を学ばせる必要

がある。 

また、３年生と４年生のそれぞれの学年

で、地域の歴史や郷土の偉人について学

ぶ単元が位置付けられている。このような

単元においては、教師の教材理解、教材開

発の力量の差が、児童の学ぶ意欲や理解

の深まりといった形で表面化しやすい。例

えば、郷土の偉人として中山久蔵がいる。

市内には、史跡も史料も多く残されている

が、だからと言って全ての教師がそれを使

いこなせるわけではない。教材として児童

に提示するためには、児童の思考を刺激

する資料の選択が重要であり、指導内容

に合わせた取捨選択も必要である。ここに

は指導する教師の経験と教材理解が要求

される。 

もちろん、副読本の作成にあたっては、

児童が単元の学習を通して身に付けるべ

き知識やそれに必要な資料も掲載してい

る。しかし、前述のように、学ぶ内容を児童

にわかりやすく説明したり、理解を深めた

りするためには、副読本の内容を補完する

資料であったり、動画のように視覚的に理

解を促すようなものがあることが望ましい。 

ところが、全国のどの地域にでもあては

まるような一般的な内容を扱う高学年と比

べて、地域教材を扱う３、４年生では、地域

の実情に合致する資料を集めることが難し

い。また、指導する教師自身が必ずしも学

校のある地域に住居を構えているとは限ら

ないため、地域についてよく知らないまま

指導にあたるということもあり得る。 

これまで、こういった教材研究の成果の

多くが社会科を専門とする教師や教材研

究が得意な教師、社会科を専門とする研

究団体にのみ集約される現状があった。そ

れを変える可能性が電子書籍版「小学校

社会科副読本・北広島」にある。 

 

３.電子版「小学校社会科副読本・北広島」

を使うよさ 

電子版「小学校社会科副読本・北広島」

について、実際に使用する教師の立場から

そのよさについて述べる。 

⑴教材準備の容易さ 

まず、教材準備の容易さがあげられる。

先ほどから述べているように、社会科の教

材研究においては、指導のための資料の

準備が重要である。学習内容への興味・関

心・意欲を引き出したり、本時の課題へと

導いたりするような資料を用意することが

教材研究の中でも大きなウェイトを占める。

この点が、電子版「小学校社会科副読本・

北広島」では大変簡単にできる。 
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現在、教師が授業で使用する資料は、そ

の多くをインターネット検索で入手したり、

インターネットで配信されている動画など

を使用したりすることが多い。今回、３年生

を対象にしたモデル授業を行うにあたって

も、まず、インターネットを利用して教材研

究を行った。 

これまでであれば、使用するデータを校

内で使用するパソコンに保存したり、自宅

で行った教材研究で見つけたサイトのＵＲ

Ｌを控えたりといった手間がかかっていた。

この部分を、電子版「小学校社会科副読

本・北広島」では、授業で使用するページ

に直接「リンク」という形で事前に貼り付け

ておくことができる。 

リンクは編集が可能なので、とりあえず

保存をして、あとから削除したり、提示する

順番を入れ替えたりも簡単にできる。あら

かじめ授業ページに組み込んでおくことが

できる点も、授業をする教師の立場からも

授業展開の中で資料提示がしやすく便利

であった。 

⑵教員間での資料の共有 

 次に、準備した資料を教員間で共有でき

る点が優れている。先ほども述べたように、

このような教材研究が得意な教師や社会

科を研究する団体には、独自に開発した教

材や優れた知見をもとに発掘した資料も

少なくない。 

これまで、個人や研究団体などの、閉じ

た中でのみ使用されていたこれらの教材

研究の成果を電子版「小学校社会科副読

本・北広島」では、共有財産として活用する

ことができる。校内で共通の資料を使用し

たり、市内の優れた実践家から経験の浅

い若手が学んだりすることが可能となる。 

社会科は教材研究のハードルからか、

年々、市教研への参加人数も減少傾向を

たどっている。このような形で、効果的な資

料の用い方や地域教材への理解を深める

ことは、授業づくりのみに留まらない価値

があると考える。 

⑶児童の立場から 

実際に授業を行った学級２クラスの児童

に対してアンケートを行い、（ア）から（エ）

の４つの質問に対して、A＝とても、B＝ま

あまあ、C＝あまり、D＝まったく、の４段階

で評価してもらった。 
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日常の授業に対して（ア）のように回答し

ている児童の七割が電子版による授業に

対してＡ「とても興味が持てた」と回答し、

Ｄ評価が０％となった。さらに、今後も電子

版副読本を使用した授業を受けたい

（A+B）と回答する児童は９５％を超えた。 

これは一時間のモデル授業に対しての

評価であるが、電子版副読本を活用した

授業が児童の学ぶ意欲や理解度を高める

のに効果的であることが示されており、日

常的に活用することで一層の効果を発揮

することが期待できる。 

 

このように、電子版「小学校社会科副読

本・北広島」は、教師にとっても、児童にと

っても大変有効な教具である。 

今回の２つのモデル授業では、一斉授業

の中で教師が使用する形での提案を行っ

たが、児童が使用する端末上で電子版「小

学校社会科副読本・北広島」を活用させる

ことで、調べ学習に活用するといった使用

もできる。 

今後、この電子版が普及し、多くの教師

が使用することで、有効な資料の集積が進

み、活用の幅が広がることを期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

授業アンケートの集計 

（ア）普段の社会科の授業は好きですか。 

とても好き 36.4％ 

まあまあ好き 45.5％ 

あまり好きではない 10.6％ 

まったく好きでない 7.6％ 

（イ）今日の授業に興味は持てましたか。 

とても興味が持てた 71.2％ 

まあまあ興味が持てた 21.2％ 

あまり興味を持てなかった 6.1％ 

まったく興味を持てなかった 0％ 

（ウ）電子版副読本の授業は分かりやすか 

ったですか。 

とても分かりやすかった 87.9％ 

まあまあ分かりやすかった 10.6％ 

あまり分かりやすくなかった 1.5％ 

まったく分かりやすくなかった 0％ 

（エ）今後も電子版副読本を使った授業を 

受けたいですか。 

とても受けたい 80.3％ 

まあまあ受けたい 16.7％ 

あまり受けたくない 3.0％ 

まったく受けたくない 0％ 
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４．研究レポート（２） 

電子版「小学校社会科副読本・北広島」の特徴と今後の展望 

公益財団法人図書館振興財団 佐藤 達生 

 

1.公益財団法人図書館振興財団 

筆者が所属する財団法人は 2008 年

11 月に設立され、公益認定を受けて

2012年 4月 1日に公益財団法人に移行

した。前身の業務を継承し「図書館振興事

業に関与する機関・人材を助成・育成し、

あわせて図書館の設立・運営に対する助

成を行い、図書館事業及び図書館利用の

健全な発展に対する支援を行い、もって国

民の教育・文化の発展に寄与することを目

的」としている（定款第 3条より）。 

当財団法人は、図書館の発展に寄与す

る事業への振興助成事業と、図書館の利

用促進と調べる学習の普及を目的とした

「図書館を使った調べる学習コンクール」の

主催を軸にいくつかの事業を行っている。

北広島市図書館はそのコンクールの地域

版「北広島市図書館を使った調べる学習コ

ンクール」を 2011年度から開催している。 

 

2.助成事業 

2018（平成 30）年度は、(1)「調べる学

習」推進活動に対する助成 (2)公共図書

館の ICT 化推進に対する助成 (3)学校

図書館の ICT 化推進に対する助成 (4)

特定コレクションに基づく図書館サービス

の向上に対する助成の 4 分野で公募を行

い、12件（総額 ¥73,001,361）の助成を

実施した。 

北広島市図書館フィールドネット運営委

員会から(4)特定コレクションに基づく図

書館サービスの向上に対する助成への応

募があり、審査の結果「郷土資料デジタル

教材化事業～まちのみりょくを子どもたち

へ～」事業に¥8,000,000 を助成した。 

 

3.北広島市の事業の特徴 

助成した事業の遂行と事業目的の達成

を確認することは、助成する側の重要な任

務である。本件については助成対象者が

電子版「小学校社会科副読本・北広島」を

制作し、実証実験で成果を検証しているこ

とから、事業が計画通り執行されたと判断

できる。 

 

成果物の教材としての特徴は次のよう

な点にある。 

(1)対象に社会科副読本を選定 

  社会科副読本は、ほぼすべての自治体

が独自に制作しているにもかかわらず、電

子化を実施した自治体は僅かである。同

様の事業を構想する他自治体に先行事例

を示したと考えられる。 

(2)拡張機能搭載 

  社会科副読本の記載内容に関連する

他の資料とのリンクが可能であるため、よ

り深く広範な授業を展開できる。 

(3)教師によるカスタマイズが可能 

教師の教材作成業務が軽減され、労務

改善を図ることができる。 

(4)副読本のページ単位でリンクが可能 

操作方法が明解であり、特別な訓練を
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必要としない。 

(5)関連資料の教師間共有/非共有が選

択可能 

自作した教材の公開を望まない教師も

利用できる。 

 

制作工程や経費の面からは、以下のよ

うな特徴が挙げられる。 

(1)比較的自由に更新が可能であること 

紙媒体に比して内容の更新や修正を容

易に行うことができる。 

(2)小ロットに対応できること 

紙媒体の制作が困難な小さな自治体も

電子版は制作可能。 

(3)在庫を持つ必要がないこと 

  保管や運搬の経費が削減できる。 

 

4.電子版「小学校社会科副読本・北広島」

を使用したモデル授業 

  2020年 11月に成果物を使用したモデ

ル授業が二度行われた。新型コロナウィル

ス感染症の影響を受け筆者は直接参観で

きなかったが、ビデオや逐語録などにより

授業の様子は充分に窺い知ることができ

る。 

モデル授業を実施した大曲小学校、緑ヶ

丘小学校ともに、社会科副読本の記載内

容と関連性の高い情報が電子的に紐づけ

られている。どちらの授業でも Google 

Map やストリートビューが使用されていた

ことは興味深い。 

大曲小学校の授業では、市内の過去の

写真と同一地点の現在の様子をストリート

ビューで映し出す。両者の比較によって児

童の知的な好奇心や関心が高まり、授業

への集中度が増していくのがわかる。過去

と現在を比較する作業から、昔の道具を調

べ実物を手にする次のテーマに移行する

流れは自然である。 

緑ヶ丘小学校の授業は、北広島の開拓

から現在に至る歴史過程を学ぶ。広島市

の Google Map 上に明治時代に郷土の

開拓者和田郁次郎が居住していたエリア

を表示する。その近傍に現在プロ野球セ・

リーグ広島東洋カープの球場（MAZDA 

Zoom-Zoom スタジアム広島）が存在し、

北広島市にはパ・リーグ北海道日本ハムフ

ァイターズが新球場（ES CON FIELD 

HOKKAIDO）を建設中であることから、

広島市と北広島市の野球を通じた縁が浮

かび上がる。同校の授業導入部では北広

島の人口の推移を表すグラフが用意され

ている。このグラフによって 1968 年の町

制移行、1996 年の市制移行の歴史を視

覚的に理解できる。 

教科書と関連する地図・写真、図表・グ

ラフや文書類など外部の資料を自由に選

び学べるのがこの教材の特徴と考えられる。

教師と児童はアナログとデジタル資料を行

き来しながら楽しそうに授業を進めている。

外部の資料に触れることで新しい授業展

開が可能になり、さらに子どもたちの自由

な発想や自発的な学びを誘発する期待が

持てる。 

 

5.汎用化の可能性 

二度のモデル授業により、電子版社会

科副読本が地域を学ぶための有効なツー

ルなり得ることが実証できた。社会科副読

本は小学生用に平易で簡潔な表現が用い

られているが、その内容の信頼性は高い。

親しみやすい郷土史・資料と考えることが
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できるが、筆者はまだ学校外で利用されて

いる事例に接したことが無い。 

社会科副読本を電子化し他の資料とリ

ンクすることによって、紙媒体の記述を補

うことができる。さらにクラウド化によって

アクセスが容易になり、郷土を学ぶ入門書

として大人にも利用価値がある。ぜひ小学

校の授業以外にも活用の場を探っていた

だきたい。 

当財団の助成金は助成対象者の新規事

業のスタートアップを支援するためのもの

で、その後の継続的事業は自主財源をも

って実施されることを望んでいる。そして

その事業が当該地域の課題を解決するだ

けでなく、社会全体に普及拡散することを

願っている。 

知り得たことを他者に伝えたくなるのが

人間の知的な本能である。前述の通り当

財団は「図書館を使った調べる学習コンク

ール」を主催し、全国の自治体が地区予選

のような地域コンクールを開催している。

日本語で記された作品であればどなたで

も応募可能で、2020年度は新型コロナウ

ィルス感染症の影響を受けたものの、6 万

点以上の作品が寄せられた。応募者は種

類を問わず図書館を利用することが条件

とされる。北広島市が郷土を調べるための

ツールを整備し、市民の調査研究を図書

館が支援し、市民がその成果をコンクール

に応募し他者の評価を受ける、いわば調べ

る学習の円環をつなぐことができれば、当

財団の事業は効果的な働きをすることにな

る。 

 

6.将来展望 

日本の人口は今後減少に転じ、2045

年には道府県の総人口が 2015 年を下回

るという（国立社会保障･人口問題研究所 

2018 年推計）。これは今後も東京圏など

都市部への人口集中が続くという見方で

ある。 

しかし新型コロナウィルス感染症の拡大

による新しい生活スタイルの普及や定着が

その流れを変えるかもしれない。都市部へ

の人口集中が緩和され、全国各地で地域

に根付く生活をする人が増えれば、その地

域の魅力を再発見する動きが生じる可能

性がある。 

それに応えるために、小学校社会科副

読本を大人も使える地域学習の入門書と

してデジタル化・クラウド化し、そのポテン

シャルを拡大する。これによって地域学習

の入り口は広くなる。この度の試みはその

ような可能性を示唆するものである。 

そこに住む人々がその地域に誇りと愛

着を持ち、地理、歴史や文化、風習、産業

などを尊重し大切に守り育てていくことは、

均衡のとれた国土の持続的発展のために

必要不可欠なことである。また社会科副読

本の使用場所を教室以外にも求め多角的

に活用することによって、制作の費用対効

果は向上する。成果物のオープンソース化

は、それを利用する新事業の開発を促し、

経済効果を生むことも期待できる。 

教育用に制作されたコンテンツが多角

的に活用されるこの事業モデルは、大きな

可能性を秘めている。 
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４．研究レポート（３） 

「生涯学習」の視座から「学び・学習」の視野を広げる 

北海道武蔵女子短期大学 木村 修一 

 

クラウド上に制作した今回の電子版「小

学校社会科副読本・北広島」の特徴を挙げ

るとすれば以下三点であろうか。一つ目は

教員が独自に作成し電子化した副教材を

他の教員も使用可能となること。これは情

報の共有にとどまらず、副教材のバンク・

供用・更新などへと発展し効率化が期待で

きる。 

二つ目は地域の専門機関による外部情

報の掲載とネットワーク化である。例えば

博物館から提供される電子化されたアー

カイブ資料群、NPO 法人が手がけた開拓

創始者の映像など、ビジュアルな副教材が

提供され、子どもたちの郷土学習への深ま

りを期待することができる。 

三つ目に市内公共図書館・学校図書館

が所蔵する書籍情報のリンク化である。副

読本の項目やトピックに関連して有用な図

書・雑誌・記事やサイトの情報を載せること

により主体的な調べ学習への道筋を提示

することが可能となる。また、司書の専門

的支援の役割も明確になる。独自に教材

を作成できるツールシステムを実装した電

子書籍版副読本には高いユーティリティが

期待され、今後ほかの教科への汎用が可

能であろう。 

この報告ではまず「独自に作成する副教

材の共有・供用化」および「地域の専門機

関による外部情報の掲載とネットワーク化」

に焦点をあて公開モデル授業を振り返る。

次に今後の発展に期待を込めて資料の主

題分析の観点から司書の参加の可能性に

言及する。 

小学校 3 年生の社会科の授業では、神

社や商店の建物、昔の生活道具のミシン

や囲炉裏などを教材に、今と昔の違い、子

どもたちの住んでいる郷土開拓を担った

創始者について学習が行われた。 

教科書に掲載している明治時代の「広

島神社」の紹介では、いきなり古い写真を

見せるのではなく、いまの、しかも子どもた

ちが一度は訪れたことがあろう地元の神社

の写真（電子版）を提示して親近感を高め、

今と昔の神社の写真にどのような違いが

見らえるのか子どもたちの目で見つけるよ

う行動を促している。また明治時代の商店

や住居が映る写真を電子版で見せたあと、

「Google ストリートビュー」を見せ、近代

的な建物、車やアスファルトの道路、信号

機、電信柱など、大きく変貌した今の風景

は昔の風景と比べてどこが変わったのか、

いつ頃変わったのか、なぜそうなってしま

ったのかについて、関心を抱かせる工夫が

随所にみられる。 

住民の生活に昔から使われてきた「囲炉

裏」（NHK アーカイブス回想法ライブラリ

ー）や「足踏みミシン」（youtube）の動画

サイトは、子どもたちなりに当時の生活に

思いを馳せる時間を与える。また小学校に

実在する手回し式ミシンの実物を子どもた

ちの手で触れてもらい、手回し部分を自ら

動かす経験を通して道具を使う疑似体験
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の場も用意している。 

広島村（現北広島市）創始者の伝記をま

とめた手作り紙芝居を電子化したうえで子

どもたちに紹介している。紙芝居は日本の

伝統的な芸能の一つで、演じ手と観客（子

どもたち）とのコミュニケーションが作品の

世界の「共感」へ誘うものであり同時に、子

どもたちの感性が育まれるものと言われて

いる。手作りしたものであっても電子化す

れば他の教材への使い道は大きく広がる。 

以上、電子版副読本を用いたモデル授

業を概観し、電子情報は子どもたちの動機

づけや理解を深めるために効果的な教材

だということを見てきた。ICT 活用は双方

向型授業への深化を経て、子どもたちの興

味や関心の増幅へとつながり、まさに生き

る力の習得に向かうことが期待される。 

では、資料を組織化し提供する側の司

書はこの教材作成システムにどのような連

携が可能なのか。ここではサービスを具体

的に構築していくための基盤ともいうべき

考え方を提示してみたい。それは資料がつ

つみこんでいる主題を複眼的にとらえる視

点である。司書は一冊の図書を創作した

著者の主張を要約する力を持つ。著作の

中心的な主題はそれを要約主題と捉える。

他方、著作のなかに浮き出る周辺的な概

念があればそれらを網羅的主題として拾

いあげる。図書の主題は単純とは限らない

し、たとえ一つの主題であっても数々の側

面を有している場合が多い。司書が明らか

にした主題は、本を探す人のためのアクセ

スポイントに置かれ OPAC（オンライン閲

覧目録）の分類標目や件名標目に表現さ

れる。さらには司書のうちにある専門的ポ

ケットに取り込まれ、レファレンスの際に、

人の求めに応じて資料を引き出すための

源になる。図書は主題概念の統合体として

存在するがゆえに司書には、主題分析の

的確性が要求される。一方なにか情報を

必要としている人たちに視点を転じてみる

と、欲しいのは、自身の関心・目的に合わ

せて思うときの何かであり、その情報を収

載する情報源（メディア）ということになる。

知りたいことが、どの情報源、あるいは情

報源のどこに適合するは本人の判断に任

せられる。そのため司書は情報を必要とし

ている人たちの関心・目的に応じてその解

決策を準備することになる。電子版副読本

の項目やトピックにこれらの図書や雑誌記

事、動画や Web サイトをリンクさせておけ

ばすぐ使える便利な調査法ガイドツールと

なる。これを宝（ほう）引きに例えていうな

らば、何か知りたいと思う人たちに対して、

ぴったりの宝に行きつく幸せの縄ひもをい

くつも用意することといえよう。 

この報告書に参考資料として掲載され

ている図書情報リストサンプルを見てみる。

各単元・ページのテーマに沿った図書や

WEB サイトが、司書によってリスト化され、

教材作成ツールにＵＰされている。このリス

トには、公共図書館所蔵の資料も含まれて

おり、それらの文献は、そのまま予約するこ

とが可能となっている。電子化されている

資料は、直接、その内容にたどり着くことも

できる。まさに「宝（ほう）引きの縄ひも」が

司書の手によって用意されている好例と言

えよう。 

さいごに、学校の教科科目に図書館や

博物館など地域の専門的機関が連携する

意義を考えてみよう。電子版副読本に教材

作成ツールを実装させることにより、共有
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やバンク化、供用が実現し、情報のネットワ

ーク化を容易とする環境が整った。具体的

には先に述べたように、電子化されたアー

カイブ資料（画像・映像）、書誌情報を収載

した文献など、専門的機関が発信した情報

にリンクした学習教材の提供である。 

人として生きるために「教育」をとらえよ

うとする考えに立ち、地域のあらゆる人々

に学習の機会を提供する役目を担うのが

図書館や博物館に代表される生涯学習施

設とその機能であろう。このようなツール

を通じて公共図書館などの地域資源が、

児童の学習支援に導入されやすい環境が

作られることは、学校図書館（学校司書）に

とっても非常に大きなメリットとなるだろう。 
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参考資料（１）図書館が作成している図書・情報リストサンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①洗濯機の進歩に

ついて 

〈副読本リンク〉 

95p-96p 

今と昔の道具をしら

べてみよう 

市図書館の本は、そのまま

予約が可能です。 
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参考資料（１）図書館が作成している図書・情報リストサンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁お店の仕事の本リ

スト 

〈副読本リンク〉 

39p-40p 

店ではたらく人と仕

事 



40 

 

参考資料（１）図書館が作成している図書・情報リストサンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③工場の仕事につ

いて 

〈副読本リンク〉 

55p-56p 

工場ではたらく人と

仕事 
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参考資料（１）図書館が作成している図書・情報リストサンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④ごみはどこへ〜リ

サイクル 

〈副読本リンク〉 

129p-130p 

ごみはどこへ 
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参考資料（１）図書館が作成している図書・情報リストサンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑤水はどこからにつ

いて 

〈副読本リンク〉 

143p-144ｐ 

水が家にくるまで 
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参考資料（１）図書館が作成している図書・情報リストサンプル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➅北海道開拓記念館

ガイド 

〈副読本リンク〉 

169p-170ｐ 

北海道開拓の村で

調べよう 
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参考資料（２）報道・広報記事一覧 

 

年月日 紙（誌）名 見出し 

2020年９月 21日号 ２面 教育家庭新聞 社会科副読本を電子化 地域学習で調査
研究 

2020年 11月 11日朝刊 北海道新聞市
内版 

社会科副読本 電子版に 
黒板に拡大表示、動画も教材 

2021年 1月 1日号 北広島市広報 きたひろいいね 
電子版社会科副読本で郷土について学ぶ 

 

教育家庭新聞（2020年９月 21日号 ２面） 
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北海道新聞（2020年 11月 11日朝刊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市広報(2021.1.1) 
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あとがき 

 ２０２４年度から、小中学校においてデジタル教科書の本格導入が始まる可能性が

高くなりました。いよいよ、デジタル教科書・デジタル教材の時代が到来します。 

本システムの開発にあたっては図書館振興財団様、活用にあたっては文部科学省様

からのお力をいただけたことは本当に幸いでした。また、Covid19（新型コロナ肺炎）

感染拡大の影響に苦慮しながらも、ご協力いただいた関係機関、委員、教員、図書館

員の皆様に深くお礼申し上げます。 

 

 

第１回企画運営委員会（2020年 11月 12日・北広島市図書館 AVサロン）にて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤委員・𠮷田教育長・新谷委員・佐藤辰彦委員・山本委員 

佐藤達生委員・木村委員 
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