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４ はるきくんの学級では，地いきにある店の人の仕事の様子について調べています。
あとの⑴から⑷までの各問題に答えましょう。

⑴　はるきくんの学級では，最もよく買い物に行く店とその理由を調べることにな
り，家の人に聞いてくることになりました。その結果を次の表【最もよく買い物に
行く店】と下の表【「最もよく買い物に行く店」で買い物をする理由】にまとめま
した。
あなたなら，この学習のあと，Ａスーパーマーケットで行われているくふうにつ
いてどのようなことを調べようと思いますか。下のアからエまでの中には，ふさわ
しいものがいくつかありますが，あなたの考えに最も近いものを１つ選び，記号で
答えましょう。 

【最もよく買い物に行く店】

Ａスーパーマーケット ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Ｂコンビニエンスストア ○○○○○○○

Ｃ商店 ○○○

 〔○：１人〕
【「最もよく買い物に行く店」で買い物をする理由】

行き先 買い物をする理由

Ａスーパーマーケット

・品物のねだんが安いから。
・新せんな食品をあつかっているから。
・たくさんの種類の品物をあつかっているから。
・買い物がしやすいから。

Ｂコンビニエンスストア
・おそい時間まで買い物ができるから。
・すぐに食べられるものをたくさん売っているから。

Ｃ商店
・お店の人が，「今日のおすすめ」を教えてくれるから。
・おまけをしてくれたり，ね引きをしてくれたりするから。

ア　自分の家の人は，どのような店で買い物をしているのだろうか。自分の家の人
が買い物に行く回数が一番多い店はどこかを調べたい。
イ　なぜ家の人は，「Ａスーパーマーケットは買い物がしやすい。」と感じるのだろ
うか。買い物のしやすさについて調べたい。
ウ　Ａスーパーマーケットでは，どのようにして「安さ」や「新せんさ」を伝えて
いるのだろうか。お客さんへの伝え方について調べたい。
エ　Ａスーパーマーケットでは，どのような商品を用意し，売っているのだろうか。
品ぞろえやならべ方について調べたい。

【社会的事象への関心・意欲・態度】⑩



−10−

⑵　はるきくんの学級では，Ａスーパーマーケットに見学に行き，売っている野菜や
魚の産地について調べました。調べた結果，次の①から④までの県からとどいてい
ることが分かりました。①から④までの県の正しい位置を，下の地図のアからクま
での中からそれぞれ１つ選び，記号で答えましょう。

①　宮
みや

崎
ざき

県　　②　宮
みや

城
ぎ

県　　③　山
やま

梨
なし

県　　④　広島県

０ ５００㎞

ア

イ

ウ

エ

カ

ク

オ

キ

【社会的事象についての知識・理解】⑪
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⑶　次の図【Ａスーパーマーケットの果
くだ

物
もの

売り場の様子】から分かることとして最も
ふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。 

【Ａスーパーマーケットの果物売り場の様子】

おすすめ品
アメリカ産
オレンジ
１ふくろ

300 円

おすすめ品
アメリカ産
オレンジ

１コ

110 円

おすすめ品
静岡産
オレンジ
１ふくろ

450 円

しずおか
おすすめ品
静岡産
オレンジ

１コ

120 円

しずおか
おすすめ品

フルーツゼリー
１コ

200 円

果物
野菜

入
口

花

Ａスーパーマーケットの店内（一部）

果
物

果物

入
口

お
花

Ａスーパーマーケットの店内（一部）

青果売場 果
物

果物

果物

野菜

ア　Ａスーパーマーケットでは，果物売り場には果物だけを売っていることが分かる。

イ　Ａスーパーマーケットでは，同じ種類の果物は，どれも同じねだんを付けて
売っていることが分かる。

ウ　Ａスーパーマーケットでは，同じ種類の果物でも，日本で作られたものと外国
で作られたものの両方を売っていることが分かる。

エ　Ａスーパーマーケットでは，どの果物も１個
こ

ずつ売ることはせず，ふくろに数
個ずつ入れて売っていることが分かる。

【観察・資料活用の技能】⑫
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⑷　はるきくんは，Ａスーパーマーケットの野菜売り場を見学し，見付けたくふうを
次の図【Ａスーパーマーケットの野菜売り場で見付けたくふう】にまとめました。
この図の①から③までのくふうと，下の【くふうを行っている理由】のａからｄま
でとの組み合わせとして最もふさわしいものを，下のアからエまでの中から１つ選
び，記号で答えましょう。

【Ａスーパーマーケットの野菜売り場で見付けたくふう】

① 　何個かをパックづめして売っ
ているトマトと，ばら売りで
売っているトマトがある。

①のくふうを行っている理由

② 　その日の朝にとれたことが分
かる表

ひょう

示
じ

をしている。

②のくふうを行っている理由

③ 　料理の材料となる数種類の野
菜を，切ってふくろづめしたも
のが売られている。

③のくふうを行っている理由

キャベツ

本日 朝とれました！

￥1コ

わたしたちが真心こめて育てました

198
白 菜

￥1コ 208

ミックス
野菜

ミックス
野菜

ミックス
野菜

野菜いため用
ミックス野菜

ミックス
野菜

なべ用
ミックス
野菜

なべ用
ミックス
野菜

なべ用

なべ料理用
ミックス野菜

【くふうを行っている理由】

ａ　お客さんが，調理の手間を減
へ

らしたり，ごみを出さないようにしたりするため。
ｂ　お客さんが，味を確

たし

かめてから買うかどうかを決められるようにするため。
ｃ　お客さんが，必要な個数を選んで買えるようにするため。
ｄ　お客さんに，新せんな野菜を売っていることを伝えるため。

ア　①－ｂ　②－ｄ　③－ａ

イ　①－ｃ　②－ａ　③－ｄ

ウ　①－ｄ　②－ａ　③－ｂ

エ　①－ｃ　②－ｄ　③－ａ

【社会的な思考・判断・表現】⑬
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５ かよこさんの学級では，学校近くのきょう土資
し

料
りょう

館に行き，昔のくらしについて調
べたり，いろいろな道具の使い方について，きょう土資料館のＡさんに聞いたりして
います。見学のあとには，調べて分かったことをノートにまとめることになっていま
す。あとの⑴から⑶までの各問題に答えましょう。

⑴　かよこさんは，次の資料【Ａさんの話】から分かったことを下の表【道具調べで
分かったこと】にまとめました。表【道具調べで分かったこと】の中の（　①　）
と（　②　）に当てはまる語

ご

句
く

の組み合わせとして最もふさわしいものを，下のア
からエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

【Ａさんの話】

かまどと羽
は

がまは，ご飯をたくときなどに
使っていました。まきなどにマッチで火をつ
けて使います。
まきに火が付いた後は，火ふき竹を使って
火
ひ

加
か

減
げん

を調節していました。火ふき竹は，
切った竹のかた方のはしに小さいあながあい
ていて，ふき口から息をふきこみ，小さいあ
なから風を出します。風をかまどに送りこむ
ことで，強い火にすることができました。

【道具調べで分かったこと】

道具 かまどと羽がま

使い道 ご飯をたく。

主なねん料 （　①　）

火加減を調節する方法
火ふき竹を使い，ふき口から息をふきこみ，
小さいあなから風を出すことで（　②　）。

ア　①マッチ　　②火を強くする
イ　①まき　　　②火を強くする
ウ　①まき　　　②火を弱くする
エ　①マッチ　　②火を弱くする

【観察・資料活用の技能】⑭

かまどと羽がま

羽がま

まき

小さいあな

かまど

ふき口 火ふき竹
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⑵　かよこさんは，同じグループの友達と協力して調べたことを次のノート【せんた
くに使う道具の移

うつ

り変わり】にまとめました。このノートから，せんたくに使う道
具の移り変わりについて考えられることとして最もふさわしいものを，下のアから
ウまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

１００年以上前 約６０年前 約３０年前

【せんたくに使う道具の移り変わり】

　たらいとせんたく板が
使われていた。

　電気を使った二そう式
せんたく機が登場した。

　電気を使った全自動せ
んたく機が広まった。

　細かいよごれが落ちて
いるかを見ながら，あら
う作業からしぼる作業ま
で，すべて人が行う。

　あらう作業，だっ水の作
業は自動で行う。
　あらう作業をするそう
からだっ水をするそうへ
移す作業は人が行う。

　スイッチをおせば，す
べて自動でせんたくから
だっ水までを行う。

ア　電気を使った二そう式せんたく機は，スイッチをおすだけですべての作業が終
わると思います。

イ　細かいよごれが落ちているかを見ながらあらうために，せんたく板から電気を
使った二そう式せんたく機に変わっていったのだと思います。

ウ　せんたくする作業は，約３０年前には自動になっており，便利な機
き

能
のう

が増
ふ

えて
いると思います。

【社会的な思考・判断・表現】⑮
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⑶　かよこさんは，調べ学習の後，道具の変化によって生活がどのように変わったか
を考えるために資料を探し，調べたことと考えたことを次のノート【くらしの変化】
にまとめました。〈まとめ〉の に当てはまるものとして最もふさわしいもの
を，下のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

【くらしの変化】

１００年以上前 約３０年前

せんたくに使う道具 たらいとせんたく板 電気を使った全自動せんたく機

せんたくに
かかっていた時間

約１時間３０分
約３０分

（人が作業する時間は約５分）

せんたく物を
あらう手順

① たらいに水とせんたく物
を入れる。
② せんたく板の上にせんた
く物をおき，せっけんを
こすりつける。
③ せんたく板のみぞの上で，
１まいずつこするように
してあらう。
④ せんたく物を水ですすぎ，
よくしぼる。

① せんたく機にせんたく物とせん
ざいを入れる。
②スイッチをおす。

〈まとめ〉
わたしはこの表から，せんたくに使う道具の変化により，

と考えました。

ア　約３０年前には，１００年以上前と比
くら

べてせんたくにかかる時間が短くなり，
家の人が休んだり，ほかのことをしたりできる時間が増

ふ

えた

イ　約３０年前には，１００年以上前と比べてせんたくにかかる時間が長くなり，
家の人が休んだり，ほかのことをしたりできる時間が減

へ

った

ウ　約３０年前には，１００年以上前と比べてせんたくにかかる時間が短くなり，
家の人が休んだり，ほかのことをしたりできる時間が減った

エ　約３０年前には，１００年以上前と比べてせんたくにかかる時間が長くなり，
家の人が休んだり，ほかのことをしたりできる時間が増えた

【社会的な思考・判断・表現】⑯
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６ しゅうやくんは，Ａ県Ｂ市役所にある観光課の仕事について調べ，次の３つの資
し

料
りょう

を集めました。あとの⑴から⑶までの各問題に答えましょう。

【Ａ県Ｂ市の観光課で働くＣさんの話】

わたしは，日本のいろいろな場所でＡ県Ｂ市のせん伝をしています。例えば，
各地で行われる「観光物産てん（自分の地いきの名物などをしょうかいするイ
ベント）」でＡ県Ｂ市の特産品を売ったり，観光案内を配ったりしています。
市役所の観光課には，わたしのほかにも，イベントを考える人や，その準

じゅん

備
び

を
する人など，多くの人が働いています。Ａ県には空港があり，新

しん

幹
かん

線
せん

の駅もで
きたことから，今までよりも観光客に来てもらえる機会が増

ふ

えました。これか
らも，日本のいろいろな場所に行って，Ａ県Ｂ市のせん伝をしていこうと考え
ています。

０ ５００㎞

北海道
８月３１日

愛知県
１１月　７日

兵庫県
４月　６日

東京都
　３月２１日
　９月１３日
１２月　８日

大阪府
２月２８日
４月　４日
７月２４日

【Ｃさんのほう問先と，ほう問日】

おおさか

ひょうご
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【人口の多い都道府県（上位１位から１０位まで）の主な交通機関】

都道府県 平成２７年の人口 新幹線の駅 Ａ県への＊直行便

東京都 １, ３５２万人 あり あり

神
か

奈
な

川
がわ

県 ９１３万人 あり なし

大阪府 ８８４万人 あり あり

愛知県 ７４８万人 あり あり

埼
さい

玉
たま

県 ７２７万人 あり なし

千葉県 ６２２万人 なし なし

　兵庫県 ５５３万人 あり あり

北海道 ５３８万人 あり あり

福
ふく

岡
おか

県 ５１０万人 あり なし

静
しず

岡
おか

県 ３７０万人 あり なし

＊直行便… どこにも立ち寄
よ

らずに，直せつ目的地に向かう飛行機のこと。

⑴　資料【Ａ県Ｂ市の観光課で働くＣさんの話】から分かることとして最もふさわし
いものを，次のアからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

ア　Ｃさんは，各地をほう問してきたので，これからはＡ県Ｂ市の中だけで仕事を
しようと考えている。

イ　Ｃさんは，一人でＡ県Ｂ市で行うイベントを考えたり，その準備をしたりして
いる。

ウ　Ｃさんは，各地でＡ県Ｂ市の特産品を売って，新幹線の駅をつくるためのお金
を集めている。

エ　Ｃさんは，各地で行われる「観光物産てん（自分の地いきの名物などをしょう
かいするイベント）」に参加している。

【必要な情報を正確に取り出す力】⑰
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⑵　資料【Ａ県Ｂ市の観光課で働くＣさんの話】，資料【Ｃさんのほう問先と，ほう
問日】，資料【人口の多い都道府県（上位１位から１０位まで）の主な交通機関】
から考えられることとして最もふさわしいものを，次のアからエまでの中から１つ
選び，記号で答えましょう。

ア　Ｃさんは，人口の多い都道府県のうち，東京都，大阪府には３回ずつほう問す
ることで，より多くの人にＡ県Ｂ市のことを知ってもらおうとしている。

イ　Ｃさんは，人口の多い都道府県の上位１位から１０位までをすべてほう問し，
Ａ県に新幹線の駅をつくるためのお金を集めようとしている。

ウ　Ｃさんは，人口が多い都道府県をほう問し，新しくＡ県内で行うイベントのア
イデアを集め，Ａ県内で観光物産てんを開こうと考えている。

エ　Ｃさんは，人口の多い都道府県の上位１位から１０位までをすべてほう問し，
多くの人にＡ県Ｂ市のことを知ってもらおうとしている。

【比較・関連付けて読み取る力】⑱

⑶　Ｃさんがこれまでのほう問先を選んだ理由として最もふさわしいものを，次のア
からエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

ア　人口が多く，新幹線の駅やＡ県への直行便がない都道府県でＡ県Ｂ市のせん伝
をすることで，より多くの観光客に来てもらおうと考えたから。

イ　人口が多く，新幹線の駅やＡ県への直行便がある都道府県でＡ県Ｂ市のせん伝
をすることで，より多くの観光客に来てもらおうと考えたから。

ウ　人口が多く，新幹線の駅やＡ県への直行便がある都道府県でＡ県Ｂ市のせん伝
をすることで，Ａ県に新幹線の駅をつくるためのお金を集めようとしたから。

エ　人口が多く，新幹線の駅やＡ県への直行便がない都道府県でＡ県Ｂ市のせん伝
をすることで，より多くの人にＡ県Ｂ市のことを知ってもらおうと考えたから。

【意図や背景，理由を理解・解釈・推論して解決する力】⑲
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７ たかはるくんは，東京都の水道に関することについて調べています。あとの⑴から
⑶までの各問題に答えましょう。

【東京都の＊給水制
せい

限
げん

の回数】

期　間 回数（回）

１９２１年から１９６０年まで １

１９６１年から１９７０年まで ２

１９７１年から１９８０年まで ４

１９８１年から１９９０年まで １

１９９１年から２０００年まで ３

２００１年から２０１０年まで ０

２０１１年から２０１７年まで ０

＊給水制限…浄
じょう

 水
すい

 場
じょう

から家庭などに送られる水の量を減
へ

らすこと。

【東京都に水を送っているダム（貯水池）とその完成した年と場所】

期　間 ダム（貯水池）の完成した年と場所

１９２１年から１９６０年まで

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

（１９２４年）東京都
（１９２７年）東京都
（１９３４年）東京都，ａ県
（１９５７年）東京都，ｃ県

１９６１年から１９７０年まで
Ｅ
Ｆ

（１９６７年）ｂ県
（１９６８年）ａ県，ｂ県

１９７１年から１９８０年まで Ｇ （１９７７年）ｂ県

１９８１年から１９９０年まで Ｈ （１９９０年）ａ県，ｂ県，ｄ県

１９９１年から２０００年まで
Ｉ
Ｊ
Ｋ

（１９９１年）ｂ県
（１９９７年）ａ県
（１９９９年）ａ県

２００１年から２０１０年まで なし

２０１１年から２０１７年まで Ｌ （２０１１年）ａ県

【東京都水道局の人の話】

都民のみなさんに限
かぎ

りある水を確
かく

実
じつ

にとどけるため，わたしたちは様々なこ
とに取り組んでいます。例えば，定期的に水道管の点

てん

検
けん

を行い，必要があれば
水道管の交かんを行っています。その結果，今から２０年ほど前は，１年間に
およそＥダム１つ分もの水が水道管からもれてしまっていましたが，現

げん

在
ざい

では
３分の１程

てい

度
ど

になっています。
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⑴　東京都の給水制限の回数が１番多かった期間として最もふさわしいものを，次の
アからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

ア　１９６１年から１９７０年まで

イ　１９７１年から１９８０年まで

ウ　１９８１年から１９９０年まで

エ　１９９１年から２０００年まで

【必要な情報を正確に取り出す力】⑳

⑵　資
し

料
りょう

【東京都の給水制限の回数】と資料【東京都に水を送っているダム（貯水池）
とその完成した年と場所】から分かることとして最もふさわしいものを，次のアか
らエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

ア　１９９１年から２０００年までの期間に，ダム（貯水池）は毎年つくられてお
り，この期間に給水制限は３回行われている。

イ　１９６１年から１９７０年までの期間に，給水制限は２回行われており，この
期間にダム（貯水池）はつくられていない。

ウ　東京都の給水制限の回数が１番多かった期間に，ダム（貯水池）は３つつくら
れている。

エ　２０１１年から２０１７年までの期間に，ダム（貯水池）は新たに１つつくら
れており，この期間に給水制限は行われていない。

【比較・関連付けて読み取る力】㉑
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⑶　たかはるくんは，資料をもとにして，自分の家に確実に水がとどいている理由に
ついて考えました。たかはるくんが考えた理由として最もふさわしいものを，次の
アからエまでの中から１つ選び，記号で答えましょう。

ア　東京都だけでなく，他の県にあるダム（貯水池）からも水を送ったり，水道局
の人による計画的な水道管の点検や交かんにより，水道管からもれる水の量を減
らしたりしたから。

イ　東京都では，毎年給水制限を行ったり，水道局の人による計画的な水道管の点
検や交かんにより，水道管からもれる水の量を減らしたりしたから。

ウ　２００１年以降，東京都に水を送っているダム（貯水池）の数は増
ふ

えていない
が，水道局の人による計画的な水道管の点検や交かんにより，水道管からもれる
水の量を減らしたから。

エ　水道管からもれる水の量は変わっていないが，東京都，他の県が協力してダム
（貯水池）を毎年つくったから。

【意図や背景，理由を理解・解釈・推論して解決する力】㉒








