
『わたしたちの大阪３・４年上』
2019年度第３学年移行措置に関する対応について

日本文教出版株式会社
編 集 部

2020 年度から完全実施される学習指導要領の改訂が行われ，2017 年に告示されました。それに伴い，
2019 年度の第３学年は，下記の移行措置の対応が必要となります。

●「地域の人々が受け継いできた文化財や年中行事」は，指導しない。
●「地域社会における災害及び事故の防止」を追加する。

そのため，一部の中単元については，中単元の追加及び削除や配当時間の変更がございます。詳細は，
２ページ掲載の 2019 年度用単元一覧表をご覧下さい。

合わせて，配当時間が大幅に削減される中単元「わたしたちの町のようす」と追加される中単元「な
くそうこわい火事」，「けいさつしょの仕事」の指導計画（案）については，３～５ページをご覧下さい。

■「安全なくらしを守る」（「なくそうこわい火事」，「けいさつしょの仕事」）に関連する資料等について
追加する「安全なくらしを守る」（「なくそうこわい火事」，「けいさつしょの仕事」）の副読本紙面デー

タや評価テスト例は，４月に弊社 Web サイトで公開するとともに，デジタルコンテンツ等は，『わた
したちの大阪３・４年上指導の手引き』に添付している，指導者用デジタル副読本のＣＤ－Ｒに収録
しております。（４月配本予定）ぜひ，ご活用下さい。
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学期 月 大単元 中・小単元 現行本
時間

2019 年度
時間 備　考

1

4

１大阪市のよう
すと人びとの
くらし

大単元の導入 1

6 ６時間配当に変更
する。

１わたしたちの町のようす 10
１わたしたちの町たんけん 7
２新しい地図づくり 2

5

学びのたしかめ 1
２わたしたちの大阪市 14 １４

１わたしたちの大阪市たんけん 2 2
２大阪市のようす 1 1

6

３いろいろな町のようす 8 8
４大阪市の交通と人びとのくらし 2 2
学びのたしかめ 1 1

２市の人びとの
仕事とわたし
たちのくらし

大単元の導入 1 1

7
１店ではたらく人びとの仕事 15 １５

１買い物調べ 3 3

2

9 ２いろいろな店のようす 8 8
３人とものの動き 2 2

10

４買い物をするときのくふう 1 1
学びのたしかめ 1 1

２工場ではたらく人びとの仕事 8 7 副読本 P.62 ～ 63
「４消しゴムでつな
がる地いきや国」
のうち，P.63「 せ
い品はどこへ」の
み学習するため，
１時間配当に変更
する。

１大阪市にある工場でつくられるも
の 1 1

11

２消しゴムができるまで 2 2
３はたらく人のようす 2 2
４消しゴムでつながる地いきや国 2 1
学びのたしかめ 1 1

せんたく   畑ではたらく人びとの仕事 配当時間なし 配当時間なし

３安全なくらし
を守る

大単元の導入 1

7 ７時間配当に変更
する。

１なくそうこわい火事 10

12

１おそろしい火事 2
２消ぼうしょの仕事 5
３自分たちの町をみんなで守るため

に 1

学びのたしかめ 2

3

1

２けいさつしょの仕事 10

8 ８時間配当に変更
する。

１交通事故をふせぐ 6
２みんなで地いきの安全を守るため

に 2

2

学びのたしかめ 2
4 今にのこる昔と

くらしのうつ
りかわり

大単元の導入 1 1
１うつりかわる道具とくらし １１ １１

１昔からのこる，くらしの道具 5 5

3
２くらしのうつりかわり 4 4
学びのたしかめ 2 2

■2019年度用単元一覧表

※2019 年度の第3学年では，『わたしたちの大阪３・４年上』掲載の中単元「昔からつたわるもの」（副読本P.81～89）は，
学習しません。



「大単元の導入」及び「中単元　わたしたちの町のようす」指導計画（案）（全６時間）
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本時のねらい
※丸数字は配当時間 主な学習活動・内容 指導上の留意点

自分たちの住んでいるところの様子を
発表し合うなかで，町の様子について関
心をもち，本単元の見通しをもつことが
できる。❶

①６枚の写真を見て，気づいたことを話
し合う。

②六つの町の様子と自分たちの住んでい
る町の様子を比べる。

③自分たちの町の様子を調べるための方
法について考える。

※副読本（上巻）P.４～５にある，大阪
市の６枚の写真を使い，地域によって
違いがあることに気づかせ，自分たち
の町の様子と似ているところ，違うとこ
ろを話し合わせる。

町のおおまかな地図をもとに，町探検
への関心をもつことができる。❶

①方位の調べ方を知り，方位磁針を使っ
て方位をたしかめる。

②生活科の町探検でつくった地図を使
い，自分の住んでいるあたりをたしか
める。

③家の近所のあたりにある目印になる建
物や場所を発表する。

④地図のなかで，はっきりしないところや
空白のところについて話し合う。

※方位や方位磁針の使い方は，副読本
（上巻）P.６～７を参考にするとよい。

※生活科でつくった地図がない場合，校
区の白地図を拡大コピーしたものを使
用するとよい。（校区外で生活圏があ
る場合は，その範囲も含む）

※地図のなかで，はっきりしないところや
空白のところについて話し合い，町探
検への興味・関心を高める。

町の様子を詳しく調べるために，自分
の調べたいことや調べる方法を明確に
し，学習計画を立てることができる。❶

①町探検で調べたいことや調べ方，まと
め方について話し合う。

②調べたいところを決め，持っていくもの
や注意することについて話し合う。

※時間数の都合があるため，コースは学
校周辺の１，２コースにしぼる。

※各自で白地図にかく絵記号（建物や場
所のマーク）はあらかじめ決めておく。

※副読本（上巻）P.９の計画ノートを参
考にする。特に注意する点は，校区の
実態に合わせて，追加や修正をおこな
う。

町探検に行き，観察やインタビューを
し，町の様子について地図にかき入れる
ことができる。❶

①調べることや注意することを確認して，
町探検に行く。

②学校をスタートし，コースの順路通りに
町の様子を調べ，白地図や探検カー
ドに観察したことや気づいたことをか
き入れる。

※探検後にグループで地図にまとめる時
間がない。そのため，探検の際にでき
るだけ各自で観察したことを地図や探
検カードにかかせるようにする。

※探検で観察させたいことや絵地図に
ついては，副読本（上巻）P.10 ～ 11
を参考にするとよい。

分かりやすい地図をつくるために必要
な地図記号やその由来，地図のつくり方
について理解することができる。❶

①「校区全体の地図記号を使った平面
地図」と「絵記号を使った地図」を比
べ，違いを話し合う。

②地図記号があることを知り，地図記号
について調べる。

③地図をつくるための約束について話し
合う。

④自分の地図を地図記号を使った地図
に修正する。

※「校区全体の地図記号を使った平面
地図」と「探検時にかき入れた絵記
号を使った地図」を比べさせ，地図記
号の必要性に気づかせる。

※１時間配当のため，「校区全体の地図
記号を使った平面地図」は，教師が
作成しておく。

※地図記号とその由来や地図をつくるた
めの約束については，副読本（上巻）
P.12 ～13 を参考にするとよい。

「校区全体の地図記号を使った平面地
図」をもとに町の様子を話し合い，自分
たちの町の特色を表現することができる。
❶

①地図を見ながら，分かったことを話し
合う。

②町の様子を一言で表し，その理由につ
いて考える。

③次の学習から，大阪市全体の様子に
ついて調べていくことを伝える。

※副読本（上巻）P.14 掲載の子どもの吹
き出しを参考にして，土地利用の様子
や主だった建物，施設の位置などに着
目して，自分たちの町の特色をつかま
せる。
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本時のねらい
※丸数字は配当時間 主な学習活動・内容 指導上の留意点

大阪市の火事の件数や被害，原因に
ついて調べ，火事によって多くの人命や
財産などが失われていることに気づき，
火事を防ぐにはどうすればよいか，問題
意識をもつことができる。❶

①災害や交通事故について話し合う。
②大阪市の火事の件数について話し合

う。
③大阪市の火事の被害や原因について

調べる。
④火事を防ぐには，どうすればよいかを

考える。

※副読本（下巻）P.26 ～ 28 で１時間配
当とする。

※副読本（下巻）P.26 ～ 27の写真や絵
から身のまわりでおきている災害や交
通事故について関心を高める。

※副読本（下巻）P.28 を使い，大阪市
で発生する火事の件数を予想させた
後，年間 1091 件も発生していることを
知らせ，火事の被害や原因に関心が
高まるようにする。また，毎年 200 人
以上の死傷者がおり，一番の原因が
放火であるとおさえる。

学校内にある消防設備の種類や数，
設置場所について調べ，学校やその周
辺で火事がおこったときの備えを読み取
ることができる。❶

①学校の消防設備について話し合う。
②学校の消防設備を調べる。
③学校の消防設備の数や設置場所の様

子について話し合う。
④採水口のはたらきについて話し合う。

※学校の消防設備は，日ごろから何気な
く目にしているが，学習対象として十分
に観察できていないので，この機会に
調べさせる。

※学校の消防設備は，副読本（下巻）P.29
を参考にするとよい。

消防署を見学して，消防署の施設や
設備，働く人の様子を調べ，役割を分担
し，組織的に活動していることを理解す
ることができる。❷

①大阪市にある消防署について話し合
い，見学の計画を立てる。

②地域の消防署を見学し，施設や設備，
消防署の人 の々活動の工夫を調べ，係
の人から話を聞く。

③調べた内容を整理しまとめる。

※見学は，消防署と警察署のどちらかを
選択する。（見学は２時間配当とする）

※見学に行けない場合は，副読本（下巻）
P.30 ～ 31や指導者用デジタル副読本
の動画を活用するとよい。

消防署で働く人たちが消火だけでな
く，防災のためにおこなっている工夫や
努力について考えることができる。❶

①消防隊員，救助隊員，救急隊員の仕
事について話し合う。

②点検や訓練などの日ごろの備えについ
て調べる。

③消防隊員の工夫や努力を支える思いに
ついて考える。

※副読本（下巻）P.32 ～ 33 から人々の
安全を守るために，火災以外にも交
通事故や急病にも対応していることに
気づかせる。

119 番通報が指令情報センターにつな
がり，消防署などの関係機関へ連絡され
ていることを調べ，関係機関が連携し，
協力して消火活動にあたっていることを
理解することができる。❶

① 119 番の通報先について話し合う。
② 119 番の仕組みを調べる。
③119 番の仕組みのよさについて考える。
④指令情報センターについてまとめる。

※副読本（下巻）P.34 ～ 35「119 番の
しくみ」を使い，119 番に通報する
と，どこへ，どのような連絡がいく
のか調べさせるとともに，関係機関
はどのような仕事をするのか考えさ
せる。

災害から地域を守る人々の取り組みに
ついて調べ，消防署だけでなく，家庭や
地域の人々の取り組みも防火や消火活動
にとって大きな意味のもつものであること
を理解することができる。❶

①西六セーフティパトロール隊について話
し合う。

②地域の安全を守る取り組みを調べる。
③安全を守る取り組みに参加している

人 の々思いや願いについて考える。
④自分たちにできることについてまとめ

る。

※副読本（下巻）P.36 の女性防火クラブ
やパトロールの写真から，消防署の人
たちではなく，地域の住民がおこなっ
ていることに気づかせる。

※副読本（下巻）P.37 のグラフからは，
自助や共助，地域防災リーダーの役割
のたいせつさに気づかせる。

※まとめの活動は，警察の学習後におこ
なうため，副読本（下巻）P.38「消ぼ
う新聞をつくろう」は省略する。

「大単元の導入」及び「中単元　なくそうこわい火事」指導計画（案）（全７時間）
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本時のねらい
※丸数字は配当時間 主な学習活動・内容 指導上の留意点

交通安全教室をきっかけに大阪府でお
きている交通事故やその原因について調
べ，交通事故を防ぐ警察署の仕事について，
関心を高めることができる。❶

①交通安全教室について話し合う。
②写真「自転車をまきこんで横だおしになっ

たトラック」を見て話し合う。
③大阪府で１年間におきている交通事故に

ついて調べる。
④小学生の交通事故の主な原因からわか

ることを考える。

※副読本（下巻）P.40 ～ 41で１時間配当
とする。

※②では，副読本（下巻）P.40 の写真を使っ
て話し合う。

※副読本（下巻）P.41資料「小学生の交通
事故のおもなげんいん」から安全に気を
つけて，交通ルールを守っていれば防ぐ
ことができるものが多いことに気づかせ
る。

交通事故を防ぐための警察署の仕事や
交通ルールについて調べ，警察署の仕事
や交通ルールの意味について考えることが
できる。❶

①２枚の写真を見て話し合う。
②交通事故を防ぐための警察署の仕事に

ついて調べる。
③交通ルールについて話し合う。

※副読本（下巻）P.42 掲載の交差点での
交通整理や取り締まりの様子の写真か
ら，何をしているのか話し合い，交通事
故を防ぐための取り組みであることに気
づかせる。

交通事故の防止以外の警察署のさまざ
まな仕事について調べ，警察署が役割を
決めて組織的に仕事をしていることを理解
することができる。❶

①交通事故を防止する以外の警察署の仕
事について予想する。

②警察署のさまざまな仕事について調べ
る。

③警察の仕事の仕方について話し合う。

※見学は，消防署と警察署のどちらかを選
択する。（２時間配当とする）

※警察署の仕事（副読本下巻 P.43）から，
交通課以外にも課があり，人 の々安全を
守るための仕事をしていることに気づか
せる。

110 番通報の仕組みについて調べ，交
通事故や犯罪など緊急事態が発生したと
きには，警察署だけでなく関係機関が連携
して対処していることを理解することができ
る。❶

① 110 番に電話すると，どこにつながるの
かを話し合う。

② 110 番通報の仕組みについて調べる。
③通信指令室に通報が集まるわけを考え

る。
④ 110 番で伝えることについて話し合う。

※副読本（下巻）P.44 ～ 45「110 番の
仕組み」では，既習の119 番の仕組
みと同じように，通報は１か所に集め
られ，消防署などの関連機関が連携し
て対処していることに気づかせる。

事件や交通事故から地域の安全を守
る警察署以外の人々の取り組みについて
調べ，地域社会の安全なくらしを支える
人々の思いについて考えることができる。
❶

①「こども110 番の家」について話し合う。
②地域の安全を守る取り組みについて調べ

る。
③地域の安全を守る取り組みをおこなう意

味について考える。
④自分たちにできることについて話し合う。

※「こども110 番の家」が校区のどこにあ
るのかを地図上で示しておくと，協力して
くれる家や事業所が多くあることを視覚
的に気づくことができる。

※地域の安全を守る取り組みについては，
副読本（下巻）P.46 を参考にするとよい。

事件や交通事故にあわないために，自
分たちにできることについて話し合い，法
やきまりを守ることが安全な生活をするうえ
で大切であることを考えることができる。❶

①事件や交通事故にあわないようにするた
めに，自分たちにできることについて話
し合う。

②自分たちにできることについてまとめる。
③身近な法やきまりについて話し合う。

※副読本（下巻）P.47 の学習ノートを参考
にし，事件や交通事故にあわないために，
自分たちにできることを考えさせていく。

火災から人 を々守るための施設や設備の
ある場所，交通事故や犯罪などの防止のた
めに自分たちの地域にある注意しなければ
いけない場所を調べ，地図にまとめることで，
自分たちの安全は自分たちで守らなければ
いけないことを理解することができる。❷

①火災や交通事故など地域の安全を守る
ための設備や取り組みなどについて話し
合う。

②安全マップについて話し合う。
③校区を調べ，安全マップを作成する。
④安全マップを使った，呼びかけ運動を考

える。

※安全マップを作成するので，２時間配当
とする。

※消防と警察の両方のまとめをここでおこな
う。

※安全マップは，副読本（下巻）P.48 に掲
載の地図を参考にするとよい。

「中単元　けいさつしょの仕事」指導計画（案）（全８時間）


