第４学年 社会科学習指導案
指導者
１ 単元名

４年１組 西原 綾子
４年２組 中家 綾子

単元
「わたしたちの福岡県のまちづくり」
小単元（３）
「歴史を生かした太宰府市のまちづくり」

２ 単元の目標
○ 史跡や自然などの地域の資源を保護・活用している太宰府市のまちづくりの工夫や努力を理
解し，特色あるまちづくりについて関心を深め，福岡県への誇りと愛情をもつことができるよ
うにする。
○ 特色ある地域の様子について，県の地図や地図帳，収集した資料やインターネットなどを活
用して調べ，歴史を生かした太宰府市のまちづくりの特色やよさを考えることができるように
する。
３ 単元の評価規準
社会的事象への
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
関心・意欲・態度
知識・理解
・太宰府市の様子につ ・太宰府市のまちづく ・地図や資料，インター ・地域の史跡や自然を
いて関心をもち，意欲 りの様子について学習 ネットなどを活用して， 保護・活用してまちづ
的に調べている。
問題や予想，学習計画 太宰府市のまちづくり
くりをしている太宰府
を考え表現している。 について必要な情報を
市のまちづくりと人々
・太宰府市のまちづく ・まちづくりの特色を 集め，読み取っている。 の生活の様子を理解し
りの特色やよさを考え 歴史遺産の保護・活用 ・太宰府市のまちづくり ている。
ようとしている。
に込められた太宰府市 の特色について調べて
・太宰府市のまちづく
の人々の思いや願いと 分かったことや考えた
りの特色を具体的に理
関連付けて考え，適切 ことをガイドブックに
解している。
に表現している。
まとめている。
４ 単元について
＜子どもの実態＞

略

５ 単元構想図
【育てたい資質・能力】

＜教材化の意図＞
・太宰府市は，市の面積の約
２割が国の特別史跡に指定
されている全国的にも希少
な都市である。史跡や歴史あ
る寺社も多く，福岡市のベッ
ドタウンでありながら歴史
を生かしたまちづくりを進
めている。
・史跡等の保護には，保存活
動に尽力した学芸員の努力
と市民の意識変化の歴史が
ある。また現在は，市民の願
いを大切にし，まちの発展と
歴史ある史跡の保護・活用を
両立したまちづくりを推進
している。市民と共に取り組
む歴史を生かしたまちづく
りは，継承・発展していく共
生社会を考える上で価値あ
る教材である。
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＜指導に当たって＞
・太宰府市の観光ポスターや
パンフレット，市民と観光客
の人数を活用し，観光客が多
い太宰府市の特色に興味を
もたせるようにする。
・インターネットを活用した
り役所と連絡を取ったりし
ながら必要な資料を収集し，
まちづくりの歴史や現在の
努力，今後の取組，さらに
人々の思いや願いについて
調べるようにする。
・どのようにして歴史遺産を
守り，市民の意見も取り入れ
ながらまちづくりに取り組
んでいるのかについて考え
合う小集団での話し合い活
動を設定し，様々な意見を出
し合うことで，多面的な見方
ができるようにする。

○ 太宰府市の観光客の多さやまちの様子から，太宰府市の歴史を生かしたまちづくりについて関心
をもち，意欲的に調べ，福岡県に対する誇りと愛情をもとうとする力。
（関心・意欲・態度）
〇 史跡や建造物などの歴史遺産を保護・活用する太宰府市の取組について，保護に尽力した人々の
努力や，活用を推進する人々の工夫と関連付けて，歴史を生かしたまちづくりの特色について考え
る力。
（思考力）
〇 太宰府市の史跡や建造物などの歴史遺産を保護・活用する取組について調べたことや，自分の考
えをノートに書いたり，小集団で話し合ってホワイトボードにまとめたりする活動を通して，歴史
を生かした太宰府市のまちづくりの特色を理解する力。
（技能・理解）

【本単元における学習材】

・観光客の様子
・歴史遺産を守る取組

【つかむ】
≪「ひと，もの，こと」
とのかかわり方≫

・観光客が集まる理由
・歴史遺産を生かす取組
≪話し合う内容と学習形態≫

太宰府市の観光客の様子

・市民と観光客の
人数を比べて気
付いたことや疑
問。
（全体）

・観光客で賑 ・太宰府市の位置・太宰府天満宮・大宰府政庁跡・観光客
わう太宰府天
満宮周辺の写
＜学習問題＞ たくさんの観光客が来る太宰府市は，
・予想や調べたい
真や地図，グ
どのようなまちづくりをしているのだろう。
こと。 （全体）
ラフを読み取
る。
【追究する】 （調べる，考える，表現する）
・パンフレッ
・太宰府市には
太宰府市の歴史と人々の生活の様子
どんな魅力が
トや史跡の説
現在の様子
観光客が集まる魅力的な理由
あるか。
明プリント等
(全体)
（多くの史跡）
・大宰府政庁跡・水城跡・大野城跡
で太宰府市の
・観世音寺・筑前国分寺跡・太宰府天満宮
歴史や魅力を
（豊かな自然）
・宝満山・光明禅寺 （祭り）
調べる。
保護の歴史
・どのようにし
・どのように
て歴史遺産を
史跡や建造物などの歴史遺産を守る取組
して歴史遺産
守ってきたの
・史跡上に広がる田畑 ・国の保護指定
を守り，どの
か。
・反対する住民
ようなまちづ
(小集団，全体)
・賛成する発掘担当学芸員の方の努力
くりをしてい
・一緒に発掘作業
・市民の理解
るのか，発掘
・どのようにし
学芸員の方や 【考え合う・表現する】
て歴史遺産を
市役所の取組 未来につなぐ
生かしている
史跡や建造物などの歴史遺産を生かす取組
を具体的に調
のか。
～太宰府市の今とこれからのまちづくり～
べる。
(小集団，全体)
・どのような
現在 ・門前町の景観
未来 ・市民遺産
・何を大切にし
まちづくりを
・市役所の取組
・まちづくり調査
ながらまちづ
・市民の意識
目指している
くりをしてい
＜まとめ＞
のか考える。
るのか。
太宰府市の人々は，これからも，市と市民が協力して，市民
・
「好きっちゃ
(全体)
♡ 福岡ガイド の生活や観光客を大切にしながら歴史を生かしたまちづくりを
続けることを目指している。
ブック」を作
成し，まちづ
【生かす】
くりの特色を
まとめる。
好きっちゃ ♡ 福岡ガイドブック（太宰府編）づくり
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６ 指導計画
（総時数 ９時間）
主な学習活動と
指導上の留意点
◇評価規準【観点】
［評価方法］
ねらい
●評価をもとにした指導
おおむね満足している(Ｂ)子どもの姿
１ 資料を基に，太宰府 ○ 太宰府市について知って ◇ 太宰府市のまちづくりについて，
市に観光客が来る理由
いることを出し合ったり，
問題意識と調べる見通しをもって
について予想し，学習
地図帳で土地の様子や位置
いる。
問題をつくる。
を確認したりして，太宰府 【思】[発言，ノート，ふり返りカード］
①
市についてのイメージをも
・観光客がたくさん来るのは，太
【４年２組 本時】 つことができるようにす
宰府天満宮があるからかな。
る。
写真やグラフ，地図を
・お寺や歴史があるものがたくさ
読み取り，観光客がたく ◯ 太宰府市の観光客の多さ
つ
を具体的につかませ，どん
んあるから観光客が来るのかな。
さん来る理由について
な町かを知りたいという意
・太宰府市には，観光客がたくさ
予想し，太宰府市のまち
欲を高めるようにする。
か
ん来るひみつがありそうだね。調
づくりについて興味・関
○ 太宰府市の観光地図を基
べてみたいな。
心をもたせ，学習問題を
に，観光客がたくさん来る
・きっと東峰村のように，何かま
む
設定するようにする。
＜学習問題＞
理由について予想し，学習
ちづくりに工夫があるのだろう
＜学習問題＞
問題や学習の見通しをもつ
ね。
ことができるようにする。
たくさんの観光
● 観光地図を一緒に見て，
客が来る太宰府市
どこに行きたいかを考えさ
は，どのようなま
せる。
ちづくりをしてい
るのだろう。

追
究
す
る
（
調
べ
る
，
考
え
る
，
表
現
す
る
）

１ 太宰府市のまち ○ 太宰府市には，歴史 ◇ 太宰府市の様子や人々の生活の
の様子について調
遺産や自然が多く残っ
様子について関心をもっている。
べ，まちづくりや
ていることに気付くこ
【関】
［発言，ノート］
人々の生活の様子
と が で き る よ う に す ◇ 太宰府市のまちの様子について，
について話し合
る。
必要な資料を収集し，資料を活用し
う。
②
て具体的に調べている。
●
適
切
な
資
料
を
提
示
【技】
［行動観察，ノート］
多く の歴史 遺産
し，必要な情報は何か
や豊かな自然が残
・太宰府市には，太宰府天満宮だけ
を助言する。
っていることを調
でなく，大宰府政庁跡や水城などた
べる活動を通して，
くさんの歴史遺産があるのだね。
太宰府市の魅力に
・宝満山や光明禅寺などがあり，自
然が豊かなまちなのだね。
ついて考えるよう
にする。
２ 歴史遺産の保護 ○ 昔と今の大宰府政庁 ◇ 歴史遺産の保護に込められた太
に至るまでの経緯
跡の写真を比較するこ
宰府市の人々の思いや願いを考え，
を調べ，歴史遺産
とで，貴重な歴史遺産
適切に表現している。
を守ってきた人た
を残そうとした取組が
【思】
［発言，ノート］
ちの思いや願いに
あったことに気付くこ
ついて考える。
とができるようにす
②
る。
○ 歴史遺産の保護につ
いて，賛成，反対のそ
れぞれの立場で考える
ことができるようにす
る。
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考
え
合
う
・
表
現
す
る

生
か
す

歴史遺産の保護
に反対する市民の
気持ちと説得する
学芸員の方の気持
ちを話し合う活動
を通して，地域の歴
史を守り，生かそう
とする太宰府市の
人々の思いや願い
について考えるよ
うにする。

● 歴史遺産の保護まで
の経緯を想起させなが
ら，思いや願いを考え
るように助言する。

１ 歴史遺産を生か
す取組について調
べ，現在のまちづ
くりについて考え
る。
①
太宰 府市の 現在
の歴史遺産の活用
について調べる活
動を通して，太宰府
市をよりよいまち
にしようとする
人々の思いや願い
について考えるよ
うにする。
２ 太宰府市がこれ
から，どのような
まちづくりを目指
しているのか話し
合う。
①
【４年１組 本時】
【４年１組本時】
これ
からの 太宰
府市のまちづくり
について考えるよ
うにする。

○ 門前町の電線を地下 ◇ 調べたことをもとに，歴史遺産と
に埋設するなど，景観
現在のまちづくりとの関連を考え
を守るまちづくりを通
て，ノートに適切に表現している。
して，市役所の取組や
【思】
［発言，ノート］
現在のまちづくりに対
・歴史遺産を生かしてまちづくりをし
する人々の思いや願い
ているから，たくさんの観光客が太宰
について考えられるよ
うにする。
府市に来るのだね。
● 前時までの学習を想
・歴史あるものをうまく活用して，ま
起させ，門前町の昔と
ちなみを保っているんだね。
今のまちの写真と比較
して考えるように助言
する。

・市民の人たちのもっと住みやす
い便利なまちにしたいという思
いも分かるね。
・歴史遺産の保護のために，反対
する市民の人たちと一緒に発掘
作業をして，歴史遺産の貴重さを
理解してもらおうとしていたん
だね。
・貴重な歴史遺産を守るために，
たくさんの人が話し合い，理解し
てもらったからこそ，今の大宰府
市のまちができたのだね。

○ 市民遺産の取組を基 ◇ 市と市民が共にまちづくりに取
に，市民参加のまちづ
り組んでいることを考え，ノートに
くりを行っていること
適切に表現している。
に気付かせるようにす
【思】[発言，ノート]
る。
・市民から募集した市民遺産を大
○ 市民のアンケートか
切にしているのだね。
ら，これからのまちづ
・市民の人の意見をたくさん聞い
くりについての市民の
て，市役所と市民の人たちが協力
思いや願いを考えるよ
して，まちづくりに取り組んでい
うにする。
るのだね。
● アンケートの意見か
・生活や観光客を大切にしなが
ら，まちづくりに対す
ら，歴史を生かしたまちづくりを
る意識の高さに気付か
しているね。
せるようにする。
１「好きっちゃ♡福岡 ○ 太宰府市の特色やよ ◇ 太宰府市の特色やよさを生かし
ガイドブック（太
さ，これからのまちづ
ながら，これからのまちづくりにつ
宰府編）」を作る。
くりについて伝えるガ
いて自分の考えを意欲的にガイド
②
イドブックを考えるよ
ブックに表そうとしている。
うにする。
【関】
［行動観察］
太宰 府市の まち ● これまでの学習をノ ◇ 太宰府市の人々が，自分たちの住
づくりの特色やよ
ートや掲示物でふり返
んでいる土地のよさを生かしたま
るように助言する。
ちづくりを目指していることを理
さを考え，表現する
解している。
【知】
［発言，ノート］
ようにする。
・これから人が変わっても，歴史
遺産をみんなで大切にしていくま
ちづくりをしていくのだね。
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７ 本時の学習
４年 ２組（ つかむ １時 ）
於
４年 ２組 教室
（１） 主眼
○ 太宰府市の写真やグラフ，地図を読み取り，観光客がたくさん来る理由について予想する
活動を通して，太宰府市のまちづくりについて関心をもち，学習問題や予想，学習の見通し
をもつことができるようにする。
（２） 展開
学習活動・予想される児童の反応
○指導上の留意点 ◆評価規準【視点】［方法］
１ めあてを設定する。
○ 太宰府天満宮の写真を提示し，太宰府市への
関心を高めるようにする。
太宰府市について知っていることを話し合い，学習問題をたてよう。
２ 太宰府市について知っていることを ○ 地図帳で，土地の様子や北九州市との位置関
交流し，太宰府市の概要をつかませる。 係，県内での位置を確認させる。
・太宰府天満宮にお兄ちゃんの合格をお ○ 太宰府市は，観光客がたくさん来るような観
光名所や名物などがある魅力的なまちである
願いしに行ったことがあります。たくさ
ことに気付かせるようにする。
ん人が来ていました。梅が枝餅も食べま
した。
３ 資料から，たくさんの観光客が太宰 ○ 北九州市と太宰府市の人口と面積，観光客数
府市に来ていることを読み取る。
をそれぞれ比較させる。そうして，まちの規模
としては，北九州市よりも小さいにもかかわら
・太宰府市は北九州市よりも狭いのに
ず，１年間に人口の１００倍もの観光客が来る
人口の１００倍もの人が来ているなん
太宰府市とは，どんなまちなのか知りたいとい
てすごいな。
う意欲を高めるようにする。
・なぜ，こんなにもたくさんの観光客
○ 人口の１００倍もの観光客が来る弊害につ
が太宰府市に来ているのかな。
いても考えるようにする。
・こんなにたくさんの人が来たら，道
も渋滞して，住んでいる人も困るんじ
ゃないのかな。
４ 太宰府市の地図から，たくさんの観 ○ 太宰府市の観光地図を配布し，なぜこんなに
光客が来る理由を予想し，発表する。
たくさんの観光客が来るのか，太宰府市の魅力
を考えるようにする。
・太宰府天満宮は，合格祈願で有名
○ 子どもたちの予想を視点別に整理して板書
だし，初詣にたくさんの人が来るっ
し，調べる見通しをもたせるようにする。
てテレビで見たよ。
・九州国立博物館にお父さんが行っ
◆ 太宰府市のまちづくりについて，問題意識と
ていました。博物館に何か見に来て
調べる見通しをもっている。
いる人もいるかもしれません。
【思】[発言，ノート，振り返りカード］
・お寺もあるから，お参りに来てい
《おおむね満足できる状況（Ｂ）と判断するめやす》
るのかもしれないね。
太宰府市の地図を見て，たくさんの観光客が
・太宰府遊園地があるから，遊園地
来る理由について予想し，調べたいことを具体
に遊びに来ている人もいるかもしれ
的に表現している。
ないね。
以上の条件を満たしていること。
・大宰府政庁跡など「跡」とつくも
《評価をもとにした指導》
のがたくさんありました。きっと昔，
観光地図を一緒に見て，どこに行きたいかを
何かあったから，観光客はそれを見
考えさせる。
に来ているのだと思います。
学習問題
たくさんの観光客が来る太宰府市は，どのようなまちづくりをしているのだろう。
５ 振り返りカードを書く。
・太宰府市には，観光客がたくさん来る
ひみつがありそうだね。調べてみたいな。
・きっと東峰村のように，何かまちづく
りに工夫があるのだろうね。
６ 次時の確認をする。

○ 資料などを振り返らせながら記入するよう
にする。

○ 太宰府市がどのようなまちか調べることを
伝える。

- 77 -

７ 本時の学習 ４年１組 （ 考え合う・表現する ２時）
於 ４年１組 教室
（１）主眼
○ 太宰府市が目指す，これからのまちづくりについて話し合う活動を通して，市民の生活，
観光客を大切にしながら，市と市民が共に歴史を生かしたまちづくりに取り組んでいること
を考えることができるようにする。
（２）展開
学習活動・予想される児童の反応
○指導上の留意点 ◆評価規準【視点】［方法］
１ 前時を振り返り，めあてを確認する。 ○ 太宰府市が歴史を生かしたまちづくりをし
てきたことを想起させ，本時では太宰府市が目
指すまちづくりについて考えていくことを確
認する。
太宰府市は，どのようなまちづくりを目指しているのか考えよう。
２ 太宰府市は，何のために歴史を生か ○ 調べてきたことを，資料を示しながら分かり
したまちづくりを行っているのか予想
やすく説明するようにする。
し，発表する。
○ 太宰府市は，歴史遺産を大切に守り，観光に
・もっとこのまちを好きになってもら
生かしたまちづくりに取り組んできたことに
いたい。
気付くようにする。
・歴史あるものを大切にしたい。
・観光客をふやしたい。
３ まちづくりに対する市民の思いや願 〇 「観光客が多いと住民は困るのではないか」
いについて考え，太宰府市が目指すこ
という予想から，具体的な悩みを提示し，悩み
れからのまちづくりについて話し合
を抱えながら生活をしている市民の思いにつ
う。
いて考えるようにする。
○ 市民のインタビューやアンケートの内容か
・イベントがあると渋滞して，家
ら，積極的にまちづくりに協力したり，参画し
から車で出られないなんて大変。
たりしていることに気付くようにする。
・正月から３ヶ月も渋滞するなん
〇 悩みもあるのに，どうしてこんなにまちづく
て絶対に困る。
りに積極的なのか考えさせ，太宰府市を誇りに
思って協力していることに気付くようにする。
・観光客が増えると市民の生活は
○ 市の考えと市民の思いや願いを関連させ，共
困る。だけど，観光客のことを考
にまちづくりに取り組んでいることに気付く
える意見が多いのはなぜだろう？
ようにする。
・観光客が増えることでまちが元
◆ 市と市民が共にまちづくりに取り組んでい
気になるんじゃないかな？
ることを考え，ノートに適切に表現している。
【思】[発言，ノート]
《おおむね満足できる状況（Ｂ）と判断するめやす》
① 市と市民が協力している。
・自分のまちを誇りに思っている。
② 歴史や生活，観光客を大切にしたまちづく
・観光客も生活もどちらも大切に
りをしている
している。
以上の２つの条件を満たしていること
・これからの太宰府市の為に，市
《評価をもとにした指導》
と市民が協力してまちづくりをし
これまでの学習をノートや掲示物で振り返
ているから凄いと思う。
ったり，アンケートの意見を一緒に見直したり
して，市民のまちづくりに対する意識の高さに
気付かせる。
４，今日の学習を振り返り，まとめる。
いること。
太宰府市は，市と市民が協力し，生活や観光客を大切にしながら，
歴史を生かしたまちづくりを続けていくことを目指している。
５，次時の学習を確認する。
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